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議長退任の挨拶（5月14日）

性行為を性犯罪へ〜性暴力の不処罰の文化を終わらせる」
一般社団法人Spring 山本潤
31（月） オンライン チャイルドライツカフェ「なぜ『子ども基本法』
は必要か」

６ 月

Facebookもやっています

URL:nomura-ikuyo.com/

1（火） 市民福祉委員協議会
9（水） 病院事業運営審議委員会 市立ひらかた病院 久しぶりの病

４ 月

水平社創立100周年プレ記念事業 101年目からを展望する

コロナ禍の２回目の夏を迎えています︒まん延防止等重点措置

・緊急事態宣言発令でも︑子どもたちは学校でクラスの仲間と過

ごすことができています︒昨年の３か月近く行われた一斉休校は

一体何だったのでしょうか︒

無計画なワクチン供給と︑自助のもとでの自粛・休業の強要︑

不十分な補償等︑政府の新型コロナウイルス感染症対策に不信感

が募ります︒

多くの人が集まることができないので︑最近は︑様々な課題に

ついてオンラインで学んでいるところです︒森喜朗の﹁わきまえ

ない女﹂発言や︑性犯罪刑法改正の問題︑入管法の問題︑コロナ

禍で生活困窮に陥る非正規や女性等の課題︑等々︒ＳＮＳの普及

で︑私たちは︑理不尽なことに声をあげやすくなっています︒一

人ひとりの思いをつなげ︑拡げていき︑成功体験も積み上げてい

きながら︑政治を変えていかねばならないと︑強く思っています︒

﹁いのちと暮らしを守る﹂は政治の役割です︒コロナの収束は

未だに不透明な状況ではありますが︑市議会議員として一つ一つ

課題を解決するために︑皆さんとともに歩んでまいります︒

秋には︑必ず衆議院議員選挙が行われます︒７月４日の都議選

では︑立憲民主党の議席を増やすことができました︒本気で政治

を変えるために︑立憲民主党への皆さんのご支援︑ご協力をお願

暑い夏となりそうです︒どうぞご自愛ください︒

いいたします︒

連続講座
14（月） 会派視察「津田中学校長寿命化改修工事について トイレ
整備」男女の色分けもなく学校トイレの進化に感動。エレベータ

ライントークフェス「増やそう、
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女性議員！つなげよう、女性のチ
カラ！」
15（木） 会派視察 新安居川ポンプ場・蹉
跎ポンプ場 ポンプ場の役割がよく

ー設置も！

わかりました。

市議会議員研修会「命を繋ぐ防災

煙突山桜まつり（4月3日）

セミナー〜地震だけ
でない、相次ぐ豪雨
災害、今私たちが学
ぶべきこととは〜」
講師の岡部梨恵子さん
がパッククッキングを
披露。

18（日） 香害学習会 香料に
新安居川ポンプ場（4月15日）
よる健康被害につい
て
20（火） オンラインセミナー「コロナ禍の生活支援の現場〜これか
らの自治体議員が持つべき視点〜」 住宅支援や食糧支援の
具体的なとりくみを知りました。

27（火） 市議会議員研修会「手話でつむぐ住みよいまち枚方市手話
言語条例と聴覚障害者への対応について」

５ 月
8（土） オンライン学習会「相談から見える部落問題」水平社創立
100周年プレ記念事業 101年目からを展望する連続講座
（火）
11
会派視察 中宮浄水場更新
事業について
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13（木） 立憲民主党「夜間中学を理
解する集い」オンライン
14（金）

2021

夏号

号 外

立憲民主編集部

議員研修（4月15日）

枚方市駅街宣（7月5日）
平野博文衆議院議員と

〒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

11（金） 25（金） ６月定例月議会
11（金） 「ケア労働とジェンダー」連続講座第１回（オンライン）
「機
会均等論を越えて」
12（土） オンライン学習会「戦後民主主義と大阪の部落解放運動」

3（土） 五常校区コミュニティ協議会主催
煙突山さくらまつり
10（土） 女性参政権行使75周年記念オン

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

オンラインイベント「子どもの権利（条約）
」と歩んだ30年
女性の安全と健康のための支援教育センター「同意のない

運審。委員長を務めることになりました。

2021. ８. ３

煙突山桜まつり・非戦の誓いの碑
（4月3日）
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夜間中学の必要性を確認。

18（火） 2021年開会議会

19（水） オンライン研修「女性相談
から見える課題、DV被害
夜間中学を理解する集い
と女性支援のとりくみ」自
Zoom（5月13日）
治体に求める施策 女性による女性のための相談の場の重要性
を確認。

22（土） オンラインでラオスでのとりくみを報告「ジェンダー平等
実現の鍵〜男の子・男性を巻き込む活動」
28（金） おおさかヒューマンライツ自治体議員の会記念講演（オン

29（土）

20（日） 世界難民の日 IN KANSAI 2021 オンライン集会「縮め
ませんか『心のディスタンス』根付かせませんか『国際人
権基準』」安田菜津紀 他
21（月） 一般質問二日目 ４番目 一年半ぶりに一般質問に立ち、昼休
憩を挟んでの質問となったこともあり緊張しました。

24（木） ピース実行委員会 映画「子どもたちをよろしく」上映会の実
施を決める

26（土） 連合大阪結成30周年事業 記念シンポジウム（オンライ
ン）「社会に対する提言につなげる 子どもの笑顔を！子
どもは夢を！子ども食堂にエールを！」湯浅誠 他
27（日） 子ども情報研究センターセミナー（オンライン）
「子どもも、
保護者も、先生も、タイヘン‼

知ってほしい

大阪の学

校現場の『いま』」 久保敬校長の松井市長への提言に賛同！

７ 月
4（日） 多文化共生実現に向けた 支援者基礎講座「増える外国籍
の人たちの支援に必要なことを学ぼう」
（月）
5
11区朝街宣行動 枚方市駅 衆議院選挙もまじかとなり、月イ
チ街宣を復活。

9（金） 全員協議会 「市駅周辺再整備の取組み」
原水禁枚方地区実行委員会
11（日） 五常校区コミュニティ協議会第１回合同会議 やっと会議
を開催できましたね。

15（木） SDGs研修 市の職員とともに研修を受けました。
18（日） 立憲民主党大阪府連合ジェンダー平等推進委員会 ハラス
メント防止対策研修会
22（木） 原子力災害を考える 枚方市
民と議員のつどい

於枚方市

市民会館

28（水） 議会改革懇話会
31（土） 映 画「 子 ど も た ち をよろし
く」上映会
た

於ラポールひらか

参加していただいた皆さん

ありがとうございました。

ハラスメント研修会
（７月18日）

定例的に行っている会議

ライン）「豊島区改正男女共同参画条例〜アウティング禁

毎月第三土曜日

立憲民主党大阪府連役員会・常任委員会

止規定の制定ととりくみから」石川大我参議院議員

毎月第四土曜日

11区常任幹事会

子どもの権利条約ネットワーク（NCRC）設立30周年記念

毎月第一水曜日

立憲民主党大阪府連ジェンダー平等推進委員会

５月開会議会

深め、児童生徒の心情に配慮した教育の充実に努める。

５月14〜18日

要望

議長職を一年間全う致しました。これからも一議員とし
て、市民福祉の向上、誰ひとり取り残さないとりくみに尽

どの生徒もズボン、スカート共に選択できるようにな
っているとのこと、新入生説明会等で、どちらの制服を

力してまいります。
今年度は、市民福祉常任委員会委員、病院事業運営審議
会委員長、議会改革懇話会に会派を代表して出ることにな

着用してもよい旨を全員に明確にすることと、性差を感
じさせないジェンダーレス制服への改定も視野に入れる
ことを要望。男子トイレについては、個室化にとりくん

りました。

でいく、とのことなので、期待している。
意見

６月定例月議会

６月11〜25日

2019年12月定例月議会以来、１年半ぶりに一般質問を行
いました。

男女共生フロア・ウィルのとりくみについて
４点質問をいたしました。

①

Ａ

６月23日〜29日は、男女共同参画週間として、
全国的に各種行事等を実施することになってい
る。本市のとりくみは？

一般質問（6月21日）

いよう、文部科学省作成の「生命（いのち） の安全教育」
のとりくみがスタート。周知と活用の促進に努める。
要望

ＳＮＳ等の発達で、予期せぬ妊娠や性被害に悩む子どもた
ちが増えている。防ぐためには、ＤＶ予防教育も含む「生
命（いのち） の安全教育」にしっかりととりくむことと、
人権教育としての性教育を確実に行うよう要望

④

実施時期は８月となるが、講演会を開催予定

ヒアリング時に、
「ＬＧＢＴｓの
困りごと」のパネル展示を別館
１階受付前で行うように要望、
男女共同参画週間のとりくみと
して実施されました。

②

Ａ

LGBTの困りごとパネル展示

様々な困りごとを抱える女性の相談窓口である
男女共生フロア・ウィルにおけるコロナ禍の中で
のとりくみは？

経済的困窮など様々な困りごとを抱える女性が、相談や

支援につながるきっかけとなるよう、４月21日から、生理
用品の配布にとりくみ、各種相談窓口を記載したリーフレ
ットを渡した。
要望

生活必需品となる生理用品を、子どもたちが気兼ねなく
自由に使用できるように、学校トイレの個室に無償設置を
要望。
→他の議員も要望していたこともあり、２学期から設置さ
れる。

③

Ａ

人権政策室でとりくんでいるＤＶ予防教育と学校
における「生命（いのち）の安全教育」に係ると
りくみは？

ＤＶ予防教育プログラムは、今年度小学校11校、中学校
９校実施予定。現在は希望する学校を対象としているが、
事業手法等について教育委員会と連携して検討を行う。
子どもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならな

Ａ

2019年３月に性的マイノリティ支援宣言「枚
方・にじいろ宣言」を行った枚方市。同年４月に
は、パートナーシップ宣誓制度を導入。本年３月
に策定された第３次男女共同参画計画改定版にお
いて「性の多様性への理解促進」が新たに基本方
針として位置づけられた。パートナーシップ宣誓
制度の現状と、一人ひとりのSOGIを尊重するとり
くみは？

2020年度末の実績は15組。今年度から、交野市との都市
間相互利用の協定を締結。いずれかの市に転出した場合、
引き続き宣誓書受領書を利用できる。
ＳＯＧＩを尊重するために、知識や十分な理解が必要とさ

図書館や保健室にＬＧＢＴｓに関連する本をおくことや、
学校内にポスター掲示などで情報を得る機会をつくるな
ど、学校でできることは
たくさんある。
学校が直面しているい
じ め・ 不 登 校・ 自 傷 行
為 の 現 実 を、 異 性 愛 を
前提とするのではなく、
ＳＯＧＩの物差しで現状を
検証することから始め
る こ と。「 誰 ひ と り 取
り残さない」学校のと
りくみに期待する。

要望

施策をすすめるにあたっては、当事者の声を聴くことが
重要。「ひらかた・にじいろミーティング」のような当事
者の意見や要望を聴くことを継続的に行うよう要望
（性的指向／性自認）を
学校におけるＳＯＧ
Ｉ
尊重するとりくみについて

性的指向と性自認は人それぞれです。ＬＧＢＴ
ｓの子
どもたちが、自分のＳＯＧ
Ｉを多様なあり方の一つと捉
え、人権が尊重され、安心してすごせる学校現場に
するとりくみは？ 特に制服とトイレについて
Ａ
着替え、トイレ、宿泊学習等、学校生活に係る様々な内

容について、児童生徒及びその保護者からの意向を踏まえ、
個別に対応。人権教育の研修等を通して、教職員の理解を

本市の小中学校において、ヤングケアラーとなっ
ている子どもたちの把握について
Ａ

日々の児童生徒の様子や変化を捉えるようアンケート等
を実施している。今年度から「児童虐待防止のとりくみ状

況調査に関する調査」や「学期末の長期欠席・不登校児童
生徒数等の調査」にヤングケアラーの項目を追加するなど、
把握の強化に努める。
要望

自分の置かれている状況に気づいていない子どももいる
ので実態調査は必要。教職員が子どもたちの状況を把握で
き、困りごとを受け止め、寄り添うことができるかが課題。
専門家の支援や福祉につなげる必要もある。働き方改革で
教職員に子どもたちと向き合う時間と心の余裕が生まれ、
子どもたちが自分のことを話しやすい環境づくり、安心な
居場所となる学校体制づくりを強く要望
６月定例月議会一般質問の動画が枚方市ＨＰ市議会でア
ップされています。
https://www.youtube.com/watch?v=8uGEtsVmBMM

連合市民の会提出の意見書について
「性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書」は、全会一致で可決されました。以下４件は、否決されました。
「出入国在留管理行政による人権侵害の是正等を求める意見書」
「一定以上の所得がある後期高齢者の医療費窓口負担割合引き上げの撤回等を求める意見書」
「性的指向、性自認に関する差別の解消を目的とした環境整備を求める意見書」
「国民の命と暮らしを守る新型コロナウイルス感染症対策の実施を求める意見書」

韓ドラの 沼にハマっている私 ですが 、

こんな映画も観ました

れることから、継続的に職員研修を実施。昨年度策定した
事業者向けの啓発冊子「ありのままに自分らしく働く」な
どを活用し、広く周知、啓発に努める。

＊SOGIとは、
Sexual Orientat
ion
（性的指向）
Ｇender Identity
（性自認）
＊ヤングケア
ラ ー と は、 法
令上
の定義はない
が、 一 般 に、
本
来大人が担う
と想定されて
い
る家事や家族
の世話などを
日
常的に行って
いる子どもと
さ
れている。

ヤングケアラーについて

緊急事態宣言・まん延防止等特別措置が続いていますが、映画館が開館している時は映画を楽しみ、パ
ワーチャージしています。

「ＳＮＳ〜少女たちの10日間」チェコスロバキア制作
３人の女優が12歳の設定で、スタジオ内に設置されたそれぞれの子ども部屋のＰＣを使いＳＮＳで友達募
集したところ10日間で、2,458人の成人がコンタクトを取り、卑猥な誘いを仕掛けてきました。犯罪の証
拠として警察を動かしたドキュメンタリー。
モザイクだらけの映像に驚愕しました。日本でも、居場所を失った女の子たちにＳＮＳの利用で同じよう
なことが起こっていることが、メディアで取り上げられています。
何ができるのか…考えていきたいです。

「一人になる」
皮膚科学ハンセン病研究者でもある小笠原登という医師の話です。
ハンセン病強制隔離政策に反対し、外来でハンセン病患者の診察もしていました。
しかし、1996年の「らい予防法」廃止まで、政治家も法律家も医師までも、無批判に「強制隔離」をす
すめ、約90年間も続きました。小笠原医師の最後の勤務場所は、国立療養所奄美和光園でしたが、そこで
は、国の方針に従わず、断種を行わなかったそうです。
「群れるな ひとりになれ みんなになるな ひとりになれ」チラシに載っていた言葉が心に響きます。

