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新しい刑務所で唯一導入している「TC（Therapeutic Community
＝回復共同体）というプログラムに２年間密着したドキュメンタ
リー映画。たくさんの人に観てもらいたい映画でした。

18（木） 大阪府オンライン講演会 「若年層の性暴力被害の実状と
被害者支援のとりくみについて」 性暴力救援センター・

（抜粋）

Facebookもやっています

おもな活動を記載しています
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く理事長森本志摩子さん

20（土） 立憲民主党大阪府連臨時大会 森山浩行衆議院議員が新代
表に

23（火）

９ 月
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コロナ禍の２回目のお正月となりました２０２２年︒オミクロ
ンという変異株により︑第６波に入っています︒先が見えないな
がらも︑今を大切にしたい！ と思いながらの日々を過ごしてい
ます︒私︑野村いくよに対する日頃のご支援︑ご協力に心より感
謝しています︒
特に昨年は︑衆議院選挙があり︑立憲民主党公認候補平野博文
さんに対してのご支援︑本当にありがとうございました︒残念な
結果に終わってしまいました︒新体制で再スタートを切り︑大阪
府連においては︑私が幹事長という役割を担うことになりました︒
微力ではありますが︑精一杯尽力してまいります︒
政府は︑２０２２年度一般会計総額は１０７兆５９６４億円の
予算案を閣議決定しました︒社会保障関係費と防衛費が過去最高
となったということですが︑防衛費は︑理解しがたい内容です︒
軍隊を持たない国がなぜ多額の予算を必要とするのでしょうか︒
先日︑しおん会︵枚方市退職女性教職員の会︶ 周年記念の集い
に参加しました︒ 歳を迎えられた先輩の﹁教え子を再び戦場に
送らない﹂を強調した挨拶に背筋を伸ばし︑憲法改定発議が可能
となった国会情勢であるからこそ︑
﹁戦争する国づくり﹂を許さ
ないとりくみを強めたいです︒
安倍︑菅に続く岸田首相が打ち出した﹁子育て世帯への臨時特
別給付金﹂は︑迷走し︑枚方市議会では︑同じ給付金に対して︑
３回も補正予算案件が提出されました︒岸田政権に振り回されて
いる現状です︒
総選挙の時︑コロナ禍で厳しい状況に置かれている人たちの課
題等を考えると﹁多様性を誇りに 分かち合いを力に 支え合い
を安心に﹂
﹁誰ひとり取り残さない﹂社会の実現をめざしたい︑
と強く思いました︒しかし︑国会は与党が過半数を確実にし︑日
本維新の会が躍進しました︒新自由主義路線はこれからも続いて
いくでしょう︒
﹁いのちと暮らしを守る﹂政治を︑改ざんや忖度のない政治を
まじめに進めていかなければ⁝⁝︒今年は︑５期目の最終年とな
ります︒
﹁平和・人権・共生・環境﹂を中心としたとりくみと皆
さんと共有する思いをカタチにしていくためにも仲間を増やしな
がらともに歩んでまいります︒
ワクチン接種も３回目の予約が始まっているでしょう︑どうぞ
ご自愛ください︒
90

しおん会50周年記念の集い 枚方市総合文化芸術センターイ
ベントホール

ンライン（第１水曜定例
会）

12 月
3（金） 憲法第９条を誇りにする会総会・講演会 「東日本大地震

10 月

から10年の軌跡〜福島から避難して〜」森松明希子さん

・4 （月）
・6 （水）
・7 （木）
・11 （月） 蹉跎西臨時保育室見学（９月27日）
1（金）

決算特別委員会

（原発賠償関西訴訟原告団代表） パワフルな講演に圧倒され

委員長

てしまいました。「憲法に則って私たちは訴えている」ということ

を務めました。

に、新たな気づきが……

14（木） ９月定例月議会最終日
衆議院解散

総合選挙対

策本部会議

事務局長を

4（土） ９条連・近畿総会 コロナ禍で２年ぶりの総会、有元幹明さん
がおられない９条連、寂しいです。

6（月） 立憲民主党大阪府連自治体議員団会議 久しぶりの会議にた

務めることになりました。

くさん集まっていただき、活発な意見交換ができました。団長を

15（金） 平和憲法枚方市民の会実
行委員会

19（火） 衆議院総選挙公示
20（水） 講座

8（水）
決算特別委員会

生きること 「命

の選別への警鐘〜出産前遺伝学的検査と胎児の人権〜」大
阪薬科大学小児高次脳機能研究所長

玉井浩さん

24（日） であい共生舎理事会
31（日） 衆議院総選挙投開票日 力及ばず残念な結果となりました。ご

16（木） 連合大阪「2022年度政策・制度予算」に対する要請行動
18（土） 連合大阪政策・政治フォーラム第８回総会
19（日） REAL OSAKA

5（金） 北河内地区教組教育改革フォーラム「『先生、ほんまに困

シャワール会会長・PNS総院長村上優さん 改めて中村哲
さんの偉大さを確認しました。

桐生佳子さ

2022年

ん（RAWと連帯する会事務局長） 総合教育のとりくみをき
っかけに定年後アフガニスタン支援に関わったお話に元気をもら
いました。

5（水） 北大阪商工会議所新年賀会
6（木） 連合大阪新春のつどい
7（金） 枚方市商業連盟新春年賀会

9（日） 五常校区コミュニティ協議会 とんど祭り コロナ禍でい
つもの振る舞いはありませんが、とん

菊人形展見学（11月12日）

総合文化芸術センターオープニングイベント
（８月30日）

連合大阪要請行動（12月16日）
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ど焼きができただけでもよかったで

13（土） はじめての移動人権展１「部落問題ってなんだろう?」 エ
ルおおさか

JR西労議員団会議

14（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 今年度初めて体育館に集まっての会議です。集う
ことができるって嬉しいですね。

16（火） 枚方交野地区保護司会研修 映画「PRISON CIRCLE」鑑
賞

処罰から回復へ 島根あさひ社会復帰促進センターという

１ 月

4（火） 新年交歓会 皆さん、今年もよろしくお願いいたします（^^）/

たパークの菊人形展を見学、菊人形づくりも見せていただきました。

〒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/

講演「コロナ禍

23（木） 枚方市人権週間事業 講演会「広がれ平和と緑の大地」ペ

っている人に渡したいねん─子どもたちと駆け抜けた一年

ート、虹に集まった若者も大いに盛り上がりました。

号 外

大阪の未来に向けて

が炙り出した社会課題と処方箋」荻上チキさん

収録に、番組内で使われるのは約３分程でした。

3（水） 城北ハッキョを支える会総会 秋祭り

12（金） 観光を活用した地域経済の活性化事業 議員見学会 ひらか

立憲民主編集部

傍聴に来ていただくとパワーをいただきます。今回

は時間30分を守ることを優先していたので、かなり緊張しました。

て、維新についてどうか、ということでしたが、１時間ぐらいの

仲豊夫 ワークショップ虹 コロナ禍で延期になっていたコンサ

冬号

12月定例月議会

15（水） 一般質問

11 月

間─』ここらか始まったアフガニスタン支援

野々上府議会議員にお願いし、私は役を外れました。

22（水）

22（水） 読売テレビ tenインタビュー録画収録 衆議院選挙を終え

支援、ご協力に心より感謝致します。

6（土） 第11回東日本震災復興チャリティコンサート豊田勇造with

2022

多くのしおん会会員の皆さんが集まり、賑やかで

楽しいつどいとなりました。

27（月） 蹉跎西臨時保育室見学会

50
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多文化フェスティバル ニッペパーク岡東中央

29（月） 市民福祉委員協議会

ンダー平等推進委員会オ

すべては子どもたちの今・未来のために…

野村いくよが幹事長に就任

24（水） おおさかヒューマンライツ自治体議員の会総会・講演

1（水） 立憲民主党大阪府連ジェ

一般質問（12月15日）

大阪SACHICO代表加藤治子さん／子どもセンターぬっ

す。

10（月） 枚方市成人祭「はたちのつどい」
第４中学校

11（火）

第11回女性議員パワーアップ集
中講座 オンライン

13（木） 立憲民主党近畿ブロック議員総会
16（日） 府退教創立30周年記念の集い
とんど祭り（１月９日）

９月定例月議会

９月８日〜10月14日

一般質問（抜粋）

８月は、感染者が学校内にも広がりました。２学期始業
式前日に授業の進め方が急に指示され、学校現場は混乱し
ました。そのようなこともあり一般質問にとりあげました。

「学びを止めない」
「つながりを止めない」
とりくみについて
Q
① 昨年の全国一斉休業を経て、今回の「学びを止めな
い」
「つながりを止めない」とりくみを行うことにな
った教育委員会の見解は
② 急な指示で学校現場に混乱をもたらすことについて
の配慮があったか
③ 災害やインフルエンザ等で休業となった時もオンラ
イン授業をする予定なのか
④ 緊急事態宣言終了後、登校しなくなる子どもが増え
るのではないか
⑤ コロナ禍において、教職員の業務がどれくらい増え
たのか

Ａ

Ａ

しているのか。

「社会の決まり」は共生のための相互尊重のルールという意
味合いで記載している。
意見

「社会の決まり」とは、時代やその状況に応じて変わる
もので、安心して暮らすためには、合わなくなってきたル
ールは変えなければならない。性犯罪の刑法改正の動きが
そうであり、ブラック校則について子どもたち自ら変えて
いく活動こそ、子どもの権利（意見表明・社会参加） が尊
重されていることである。
「共生のための相互尊重」とは
「他者の権利を尊重し、他者を大切にすること」であり、
普遍的なもの。それを具体化するものがルールである。
「社会の決まりを守り」で始まれば、それは生まれ持つ権
利に制限をかけるものとなる。文言削除を要望。

意見書を提案
連合市民の会から２件提案しました。
「女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准に向けた環境
各自治体に意見書採択の働きかけをされているワーキ
ング・ウィメンズ・ネットワークのメンバーが傍聴に来

（私が意見書を読み上げ提案
ないこと等を求める意見書」

生との「つながりを止めない」ことを大切にするために、短時

しました）
。

大阪維新の会枚方市議

（ハイブリッド型授業）の準備をすることを求めた。教職員のが

会議員団、公明党議員団、
自由民主党枚方創政会が
反対。残念ながら、否決
されました。
可決している自治体が

意見書採択記念撮影

増えています。戦没者の
遺骨を含む土砂を埋め立てに使用するなんて、それも辺野

ない児童・生徒に対しては、個々の子どもの状況や各家庭の状

古基地建設埋め立てに、人道的にあり得ないと思うのです

況に応じ適切に対応する。

が……。

市長が、教育委員会の正式決定の前にオンライン授業に
ついてツイートしたことが混乱を招く大きな要因である。
教育委員会の指示も始業式前日ということで急すぎ。始業
式は、夏休み明けの子どもたちの様子を対面で確認し、ハ
イブリッド型授業＊を行う説明をして、準備期間を取るべ
きであった。教育委員会は学校現場との信頼関係を築かな
ければならないことを強調。
＊ハイブリッド型授業：緊急事態宣言発令中、オンライン併用
（教室と家庭）で行う授業

子どもを守る条例について
Q

条例文に理解できない部分がある。第６条２項⑷社会の
条例文に理解できない部分がある。第６条２項⑷社会の
決まりを守り、他者の権利を尊重し、他者を大切にするこ
決まりを守り
、他者の権利を尊重し、他者を大切にするこ
とを育むこと、とあるが、
「社会の決まりを守り」とはど
のようなことなのか？

育を発達段階に応じて計画的にとりくんでいる。
意 見 ・要 望

正しい知識を得ることと、自分も他者も大切にし様々な
場面で具体的な態度や行動を現すことができるようになる
とりくみを。また、支援教育推進のためにも「障害児教育
基本方針」の策定を要望。

（２）いじめ対策について
Q
いじめの状況及び対応は。

Ａ

12月開会議会

応に努めている。
いじめ事案があった場合、事実の確認、被害者及び加害者に

し、対応を進めている。

（３）セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント
の防止及び対応について
Q

様々なハラスメントが学校現場で起こっていると思い、
人権尊重に根ざした教育内容等について質問しました。

安全・安心な教育環境を整えることについて
（１）人権に関する教育基本方針等について
Q
教育委員会は、1993年に在日韓国・朝鮮人問題に関する
教育の充実・発展、さらには諸民族との一層の友好を期し、
真の国際理解を深めるため「在日韓国・朝鮮人問題に関す
る教育基本方針」を制定。1999年には、人権についての正
しい理解を図り、同和問題をはじめ、子ども・女性・
「障
害」者・在日外国人等に係る人権問題の解決をめざした教
育を総合的に推進する基本的な考えを示す「人権教育基本
方針」を制定。これらの教育基本方針をどのように具体化

相談があった場合、被害者の救済と心のケアを第一にとりく
み、事実関係を明らかにしたうえで、厳正に対処する。
意見

人権教育をすすめるためには、教職員の人権感覚を磨か
なければならない。教職員のパワーハラスメントやセクシ
ュアルハラスメント、子どもへの体罰等あってはならない
ことであり、起こった場合は適切な対応を。安全・安心な
教育環境であってこそ、教職員は豊かな心で子どもたちと
向き合うことができ、子どもたちも豊かな学びを得ること
ができる。その環境を整えるために、研修は必要であると
ともに、教育委員会として具体的なとりくみの検討が必要
であることを強調。

学校へのエレベーター設置について
Q

文部科学省は、2025年度末までに要配慮児童生徒等が在
籍するすべての学校にエレベーターを設置する目標を掲げ、
学校施設のバリアフリー化を一層進めるよう要請。
枚方市内では、現在８校においてエレベーターが設置さ
れている。大規模改修時にエレベーターを設置する計画も
進めるべきだが、要配慮児童生徒等の入学とは合致しない
場合が多い。現在車いす等利用している児童・生徒の数と
エレベーター設置の学校に通っている人数と文部科学省の
要請を受けての教育委員会の見解は。

Ａ

車いすやバギーを利用している児童・生徒は23人で、エレベ

ーター設置の学校、２小学校に３人通学。
文部科学省の通知による整備目標や財政支援制度などを勘案
したうえで、関係部署と協議・検討を進め今後の整備方針を作
成する。
要望

12月８日〜22日

一般質問（抜粋）

窓口となっている。

「学校いじめ防止基本方針」に基づき、児童・生徒へアンケ

教職員が、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメ
ントを受けた場合の相談窓口とその対応は。

対面授業とオンライン授業両方の準備に時間を要しているこ
意見

学校では、人権教育の全体計画及び年間指導計画等を作成し、
各教科や道徳、特別活動等あらゆる教育活法において、人権教

子どもを守る条例には、子どもに関する基本理念を定め、
市の役割を明らかにするとともに、子どもを守る体制づく
りについて言及している。オンブズパーソン等、いじめ等
に関する子どもの権利侵害に対して、相談・救済ができる
第三者機関の体制整備を要望。

緊急事態宣言終了後は、通常の授業形態に戻すが、登校でき

とは認識している。

委員会の教職員担当」及び「教職員のメンタルヘルス相談」が

要望

間で教室の子どもと家庭にいる子どもの両者を対象とした授業

用した双方向性のある学習活動を行うよう通知している。

策定し、全小中学校に相談窓口を設置し、学校外では、
「教育

推進するよう指示している。

導及びその保護者に対する助言を継続的に行うよう学校に指示

「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用し

日以上の臨時休業時は、学びの保障の為、タブレット端末を活

を整備し、校長を中心とした組織的な指導に努め、人権教育を

対しても丁寧に心情を聞き取り、加害者に対して内面に迫る指

緊急事態宣言等、非常時にも「学びを止めない」こと、学級

臨時休業が３日以内の時は、タブレット端末を活用し、朝礼

園におけるパワーハラスメント防止及び対応に関する指針」を

られていて、採択記念に一緒に写真撮影をしました。

の中での子ども同士をしっかりとつなぐこと、また子どもと先

等の挨拶や健康観察、課題配布や回収等のとりくみを行う、４

「学校園におけるセクシュアルハラスメント防止指針」「学校

「人権教育基本方針」等を踏まえ、様々な課題別に校内体制

ート調査、個人面談等による実態把握に努め、早期発見早期対

整備を求める意見書」⇒可決

んばりがあり、実施できたと認識。

Ａ

Ａ

女性に対する
暴力をなくす運動
国は、11月12日から女性に対する暴力撤廃国際日
である11月25日までの２週間を「女性に対する暴力
をなくす運動」期間と定め
ています。
枚方市は、女性に対する
暴力根絶のシンボルである
パープルリボンにちなんで、
ニッペパーク岡東中央の平
和の鐘「ヒラリヨン」を紫
色にライトアップするパー
プルライトアップを今年度
初めて実施しました。

要配慮児童生徒入学は事前に確認するので、エレベータ
ー設置にとりくむ他市の事例を述べ、早急に整備方針の作
成をし、「誰ひとり取り残さない」学校現場の実現を要望。

面白い本です
「エトセトラＶｏ
ｌ. ５
私たちは韓国ドラマで強くなれる」
フェミニストが韓国ドラマを語り、
フェミニズムで韓国ドラマを知る。
はまっています、韓国ドラマに……

