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＊ご挨拶  ３月議会が終了しました。今回も質問

に立ち、４年間すべての議会で発言しました。議会では

来年度骨格予算の審議が中心でしたが、私たちの暮らし、

特に福祉や教育について見過ごせない重要な問題が含ま

れています。詳しくは紙面にてご説明いたします。紙面

作成にはインターンの学生も参加しています。彼らの活

躍もぜひご覧下さい。 

野々上愛 1977 年生まれ 29歳。阿武野小・中、三島高卒。

関西外短大、龍谷大卒。同志社大院中退。高槻市議会議員

（2003 年～）。議会活動以外にも、高槻ジャズストリート

をはじめまちづくりにも参加。関西若手議員の会事務局長、

無所属市民派議員の全国ネットワーク「虹と緑の 500人リ

スト」参加。 
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ののののううええ愛愛はは目目指指ししまますす  ！！  
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【報告】 

４年間の議会を振り返って  

 

ののうえ愛の１期目の議会活動を報告いたします。 

 

2003 年 6 月議会 

質疑 

・個人情報保護条例改正について 

一般質問 

・申請書類などの不必要な性別記載の削除について 

2003 年 9 月議会 

質疑 

・住基ネットのＩＣカードについて 

一般質問 

・住基ネット２次稼働後の動きについて 

2003 年 12 月議会 

意見書 

性同一性障害を抱える人たちが普通に暮らせる社会

環境の整備を求める意見書 

＊ 

2004 年 3 月議会 

質疑 

ｅ－たかつき計画、庁内文書のペーパーレス化促進、

電子入札の積極的な取り組みを・・・ 

一般質問 

・自治体の無防備地域宣言に対する姿勢について 

委員会 

・阿武山図書館について 

・市子ども会連合会の会費横領事件について 

2004 年 6 月議会 

委員会 

印鑑条例の改正について、住基カードの不正成り済ま

し事件を受けてどう対応するのか 

2004 年 9 月議会 

委員会 

高槻市立養護学校廃校問題について 

2004 年 12 月議会 

一般質問 

 

・（中越地震を受けて）緊急災害時における高槻市の要

支援者対策について

委員会 

今城塚古墳などの文化財保護について、市民への PR

をいかに行うか 

2005 年 3 月議会 

一般質問 

・（前月の京都議定書発効を受けて）高槻市における地

球温暖化対策について 

・高槻市の国民保護計画に対する考えについて 

2005 年 6 月議会 

討論 

・高齢者の市バス無料乗車制度廃止に反対討論 

一般質問 

・国勢調査について、プライバシーへの配慮をいかに

するか（この後、国勢調査において全国的な混乱） 

2005 年 9 月議会 

一般質問 

・高槻市の学校・園２学期制導入へ向けた取り組みに

ついて 

2005 年 12 月議会 

質疑 

・男女共同参画条例について。DV の定義拡大や多様

な性のあり方を前提にした制度に 

委員会 

・スーパー、商店街の防犯カメラについて、個人情報保

護、設置基準などの厳格化について 

討論 

・高槻市無防備・平和都市条例制定について、賛成 

＊ 

2006 年 3 月議会 

質疑 

・女性センター改め男女共同参画センターの運営方針

と指定管理者制度の導入に関して 

・保育所のあり方運営協議会について、拙速な民営化

には反対 

委員会 

 

・地方自治体の自治権を侵害し、人権侵害の恐れのあ

る国民保護計画に反対 

一般質問

・高槻市の子育て支援政策について 

2006 年 6 月議会 

一般質問 

・環境先進自治体、LOHAS なまちづくりに向けて、高槻

市役所の ISO１４００１の現状について 

2006 年 9 月議会 

質疑 

・続発する個人情報流出事件を受けて、全庁的な個人

情報保護の職員研修の導入、徹底を 
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一般質問 

・認定子ども園への慎重

な取り組みについて 

2006 年 12 月議会 

一般質問 

・放課後子どもプランへの

取り組みと、学童保育の

現状、待機児童対策の促

進について 

 

 

＊ 

 

＊ 07年度骨格予算、でも重要案件山盛り 

 

 3 月 2 日（金）から、16 日（金）まで 3 月議会が開かれ

ました。今年は 4 月に高槻市長・市議会議員選挙があ

るため、いわゆる骨格予算（政策的経費を極力抑え、

人件費など義務的経費が中心の予算のこと）のみの審

議で、短い議会となりました。一般会計で 929 億 7,191

万1千円、特別会計で1,150億5,762万円の総額2,080

億 2,953 万 1 千円。その他に、3 月補正予算案や条例

案件の審議が行われました。市長の政策が反映される

「政策予算」については予備費として 34 億円を計上。

使い道は 6 月の新しい体制のもとで審議されます。 

骨格予算と聞くと一見論点がなさそうですが、じつは

重要な問題が含まれています。特に後期高齢者保険

制度の広域連合化や、障害者自立支援法など、特に

福祉関連予算で見過ごせない支出のカットが見られま

した。ののうえ愛はこの予算案には反対しました。 

更に問題。 

来年度、といってももう来月４月からですが、高槻市

内の全幼稚園、小・中学校では２学期制が実施されま

す。教育委員会は授業時間数の確保等のメリットを強

調しますが、たった 1 年のモデル実施では充分な検証

がなされず、現場に意識の差が大きいのが現状です。

市民からは実施延期を求める請願が提出されました。

ののうえ愛も国のゆとり教育見直しの議論も途中であ

ることもあり、拙速な導入には反対の立場で議論に臨

みました。しかし２学期制導入の延期を求める請願は、

市民派、共産党、一部保守系議員の計３分の１程度の

議員の賛同しか得られず否決されました。 

 

 

 

＊ 議員インターン生の声 

 

はじめまして！私たちは大学の春休みを利用して、

ののうえ愛議員のもとで『議員インターン』をさせていた

だいています。議員インターンとは、大学生が議員の

傍らで活動することによりリアルな『政治』を自ら感じよ

うというものです。このようなプログラムに参加し、議員

とは日々どんなことをしているのか!? と、ドキドキしな

がらやって来ました。ののうえさんの事務所では仲良く

せっせと事務作業、自転車こぎこぎポスティング、にこ

にこ笑顔でビラ配りなど、事務所の一員として普段のお

仕事をこなしています。先日は川田龍平さんを招いて

のトークイベントにて受付などをお手伝い。川田さんは、

ＨＩＶに限らず平和・人権・環境など幅広く問題意識を持

たれ、どんな問題についても自分に与えられた時間と

空間の中で自分ができることは何かを考えることが必

要だと話しておられました。大変勉強になる楽しいイベ

ントでした。３月は本会議があり、初めての議会傍聴に

も行きました！ テレビでみる国会のような大論争はな

かったけれど、緊張感にあふれた議会の雰囲気を味わ

うことができてとても良い経験になりました。また行きた

いです！このように私たちはインターン三人組は、のの

うえさんと共に楽しく元気に活動をしています。 

2007 年春インターン生 

村上知嘉子（大阪市立大） 

山添純基（立命館大） 

渡部愛実（同志社女子大） 

 

 

＊ 

この春も野々上愛のもとに議員インターンがやって

来ました。私自身２０歳の時にこのプログラムに参

加し、市議会議員を志すことになりました。そのた

め、４年間の任期で通算２０名以上のインターンを

受け入れてきました。私のようにこの体験をきっか

けに議員を目指してくれてもよいし、政治の道には

進まずとも、リアルな政治の現場を体験した社会人

が少しでも増えてくれることを願いつつ、これからも

受入れを続けたいと考えています。  （野々上愛） 
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【ご報告】 

＊ 川田龍平＊ののうえ愛カフェトーク 

 

 去る２月２３日、カフェコモンズにて、薬害エイズ訴訟

元原告で野々上愛の友人である川田龍平さんを招い

てトークイベントを実施いたしました。 

＊ 

川田さんは、薬害エイズ

事件以降も続発する国や企

業の癒着による薬害を例に、

当然守られるはずの人権が

いとも簡単に侵されること、

社会もそうした「切り捨て」を

見て見ぬふりをすることを話

されました。また、近年積極

的に取り組まれている環境

や平和の問題も同様の根を持つ構造的な問題である

と指摘。それらを批判し、私たちが自ら「もうひとつの世

界」を示していくことの大切さについて、３０余名の参加

者とともに大いに語り合いました。 

＊ 

イベント終了後、事務所 2 階にてワンコイン交流会を

実施。スタッフ共々おいしいおでんを囲み楽しく深く盛り

上がりました。 

当日の様子は、映像にて随時ごらんいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（会場風景） 

 

【ご案内】 

＊ ウェブサイトをリニューアルしました 

 

 ののうえ愛ウェブサイトをリニューアルしました。新し

いアドレスはこちらです。ぜひご覧ください。 

http://www.nonoueai.net 

 info@nonoueai.net 

【お知らせ】 

＊ 活動の予定 
３月２４日(土) 事務所開き＊オープンハウス 

３月２５日(日) ののうえ愛＊決起集会 

３月３０日(金) 大阪府議会議員選挙告示 

 （４月８日投開票） 

４月１５日(日) 高槻市長・市議会議員選挙告示 

（４月２２日投開票） 

 
(左)川田龍平さん・(右)野々上愛 

 

 

事務所へどうぞ！ 
 

 

 

 

 

 
JR 摂津富田駅より

高槻市バスで「阿武

野校前経由・日赤病

院行き」か「奈佐原

行き」乗車、「岡本バス停」下車すぐ。類塾となり。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高槻市議会議員 ののうえ愛 

市政報 春号

●

見 

ボランティア募集!! 
ポスティン て下さグ、事務作業等のお手伝いをし

る方、事務所を明るく盛り上げてくださる方、どう

ぞお気軽にお問い合わせ下さい。 

告ニュース「ソシウス」2007 年

発行 野々上 愛 

●お問い合わせ・ご意

市役所議員控室：高槻市桃園町２－１ 

代表） 

事

本館２階 元気市民 会派控室 

TEL ０７２－６７４－７１１１（

務所： 高槻市氷室町４－１－５ 

TEL/FAX ０７２－６９５－１３１３ 

et/ 

e-mail info@nonoueai.net  

web   http://www.nonoueai.n


