
「伊丹の財政状況はどうなの？」よくいただく質問です。結論から申し

上げると、かなり厳しい状況です。家計で例えると「生きていけない程では

ないが、全く余裕はない。贅沢なんてもってのほか。」という感じでしょうか。

残念ながら「あれもこれも」できません。優先順位をつけて、必要度の高

いモノにお金を回していかねばなりません。何が優先順位が高いのか？

それを一番ご存じなのは皆さんです。どんどんお声をお聞かせ下さい。反

映して参ります。

皆さんと一緒に市政を進め、よりよい伊丹を作っていきたいです！

伊丹市議会議員・相崎佐和子がお届けする【活動報告ニュース】です。

「議会を身近に感じてもらいたい」「議員は活動を報告する義務がある」

との思いから、年に４回（議会ごと）発行しています。

ご意見ご感想など、お寄せいただければ嬉しい限りです。

３７歳

無所属市民派

本会議（年４回）では毎回質問！

いろいろ提案しています！
（詳細は中をご覧下さい）



　

「ＡＥＤ(自動体外式除細動器)」について問う。※ＡＥＤ：突然心停止状態に陥った時

電気ショックを与えて蘇生をはかる機器。Ｈ16年の厚労省通知により一般人も使用可能に。

（1）設置箇所の充実を（未設置の公共施設/民間施設/コンビニ等への配布の検討・

寄贈寄付の呼びかけ・広告掲載料による設置の検討）

（2）講習の充実を（地域・職員教諭・親子サークル・中学校など）

（3）設置マップの充実を（民間や私立幼稚園や県立高等学校の記載追加・電話番号や

小児用パッド有無など記載・市ホームページから簡易検索）

（4）貸出用ＡＥＤの設置を（イベント用に貸し出せるＡＥＤがあるとベター）

（5）民間との連携を（登録制度・ｽﾃｯｶｰ配布・ﾏｯﾌﾟ記載・助成制度・119番通報時の案内）

(1)～(5)とも検討する。いずれにせよＡＥＤは市民の安全安心を守る大切な機器。

今後、民間との連携・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでのPR・講習の充実など検討していく。

「認定こども園等就学前児童施設整備計画(案)」では、①公立神津保育所＋

公立神津幼稚園→公立の認定こども園(H25年度～) ②公立すずはら幼稚園

→民間の認定こども園(H26年度～)に。この計画案について問う。

※認定こども園：幼稚園と保育所の機能が一体となった施設。保護者の

就労の有無などに関わらず、幼児教育と保育が受けられるとされる。

（1）認定こども園への不安に対する説明を(保育時間･ｶﾘｷｭﾗﾑ等)

（2）民間経営への不安に対する対策と説明を

（3）鈴原地域の近隣公立幼稚園の受け入れ体制の確立を

（4）単学年になるH23年度すずはら幼稚園入園児への配慮を

（5）特別支援教育の充実策を（6）地域と認定こども園との交流の工夫を

(1)これまでの幼児教育･保育を充実させる。充分に研究･策定･審査する。

(2)民間は公立にないサービスを提供できるメリットも。選定の際は、実績や

資金計画も吟味。(3)南幼稚園は3クラスにすると受け入れ可能。進学小学校別のクラス

編成も検討。(4)近隣公立幼稚園・保育所・鈴原小学校などとの交流を予定。(5)民間でも

現在同様の取り組みを想定。選定条件に特別支援教育の充実を加えることも有効。

(6)これまでの交流連携は引き続き。地域のご意見も伺い、ニーズを把握して実施。

「ＡＥＤ」、真に使えるモノにするには？

「認定こども園」、いろんな声にどう対応する？

この計画案、多くの不安や不満の声が上がっています。今回は特に声が多い

点をピックアップし、具体的に説明を求めました。私は幼保一元化施設は基本

的に賛成。想定される課題は充分な熟議と検討をと考えます。

伊丹において、幼児教育と保育をさらに充実させていく決意です！

「いざという時、私はAEDをちゃんと使えるのか？」それがこの質問の原点

です。現在設置は充実中。これからは、真に使える機器となるよう工夫を重ねる

段階かと。そこで多くの工夫点を提案しました。取り組みを進めていきます。



年の厚労省通知により一般人も使用可能に。

～稲村和美さん、尼崎市長に！～
昔から友人だった、同い年の稲村さん。子どもを持つママ友達

としても仲良くしています。「この人しかいない！」と、選挙応援し

ました。結果は大差で当選！最年少の女性市長の誕生です。

自転車で保育所に子どもを送ってから登庁する市長スタイルは、

多様な生き方の象徴として有意義だと思います。伊丹と尼崎は隣

同士。連携して双方の向上に努めようと約束しています！

「伊丹市地域福祉計画（第２次）案」が完成

しました。私は福祉対策審議会の委員として、

策定段階から深く関わり、様々な発言をさせ

ていただきました。（なので、完成は感慨ひと

しお）。

計画は、地域で進めたい様々な福祉的活

動が記されたモノ。行政の責任において実施

すべきものは充実する一方、地域でもしっか

り進めていきたいところです。 私は地域福

祉のポイントは「具体的な取り組み」と「意識

の醸成・気運の向上」の同時進行がカギだと

思っています。若い世代や子ども達も関われ

るようなきっかけづくりを

進めていければ。

計画は４月スタート。

またご意見をお聞かせ

ください。

昨年１１月「若手弁護士＆若手議員の懇談

会」を開催！ これは「弁護士と議員で交

流し、それぞれの活動の糧にしよう」と、知

り合いの弁護士さんと一緒に開催したモノ。

兵庫県内からそれぞれ若手約15人が集ま

り、大いに意見を交換し合いました！

議員は「仕組みを作る人」、弁護士は「仕

組みを運用する人」。意見交換により、相乗

効果でよりよい社会作りを進めねばと思い

ます。

ともあれ盛況に終わって

嬉しい限り。今後もこんな

交流を充実させ、多角的な

視野を磨いていきます。

「議会の様子を知りたいが、傍聴に行く

ヒマがない！」という方、いらっしゃいませ

んか？

確かに議会は平日昼間。お越し頂きにく

い方も多いところです。そこで私は１つの

方法として「議会のインターネット配信」を

提案してきました。

そしてこのたび、議会運営委員会にて

ネット配信に取り組むことが決定しまし

た！ Ｈ２３年度の予算に２００万円が計上さ

れ、年度内にスタートする方向です。

ネット配信では、パソコンでいつでも本

会議の様子が見られます。

開始の際はぜひご覧

いただき、議会をより知っ

ていただきたいです！

私の立候補時のお約束の１つが「親子教

室の増加」。行政への働きかけと同時に、自

分でも現在３サークルをママ友達などと運

営しています。「親子向け」「働くママ向け」

など様々ですが、多くの方々に支えられ楽

しく進めさせてもらっています。感謝の限り。

サークルで伺う生のお声は、市政にしっか

り反映しています。

これからも、親子がホッと

出来る場、リアルなお声を

うかがう貴重な場として、

楽しみながら進めていきます！

読み込んだ資料

（捨てられません・・・）
伊丹市議会

（伊丹市議会ＨＰより）

前号の「ペットボトルのフタの回収」呼びかけに

多くの反響が！ ありがとうございました！



1日 福祉対策審議会

2日 南小学校ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ見学

弁護士と議員の懇談会開催

3日 稲野町総合文化展見学

6日 自治会理事会

8日 親子サークルＢ開催

9日 自治会バスツアー参加

10日 市制70周年記念式典参加

11日 子育てｻｰｸﾙﾈｯﾄﾜｰｸ会議参加

友人主催サークル参加

14日 稲村和美さん選挙応援

15日 南幼稚園見学

文教福祉常任委員協議会

16日 南幼稚園焼き芋大会見学

稲村和美さん選挙応援

17日 福祉対策審議会

稲村和美さん選挙応援

18日 公民館サークル参加

稲村和美さん選挙応援

南小まちづくり協議会役員会

19日 稲村和美さん選挙応援

20日 自治会班長会

21日 実家法事

22日 映画「ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ」撮影見学

24日 市民の方々と懇談

25日 イベント説明会参加

26日 市長政策懇談会･心障懇バザー

林やよいさん原画展観覧

28日 子育てサークル交流会参加

30日 臨時議会

相崎佐和子 プロフィール
●1973年生●親和女子高校・奈良教育大学 卒業、同大学院（政治学） 修了

●フリーアナウンサー●地元ケーブルテレビ（現：ベイコム）アナウンサー

●第１２代兵庫県広報専門員 ● 伊丹市公民館事業推進委員会事務局長

○家族： 夫・長女（5歳）・次女（1歳）

発行元： 相崎佐和子

連絡先： 〒664-8503 伊丹市千僧1-1

「いたみ未来ﾈｯﾄ」議員控室

電 話： (090)8528-3870 

メール：sawako-aizaki@hcc6.bai.ne.jp

1日 １２月議会勉強会

2日 親向けイベント参加

南小イベント打ち合わせ

3日 福祉対策審議会

4日 自治会理事会

6日 市議会本会議

9日 市議会本会議

10日 市議会本会議

11日 南小焼き芋大会参加

男女共同参画勉強会参加

12日 親子サークルＢ開催

13日 市議会本会議

（相崎質問日）

15日 文教福祉常任委員会

17日 親子サークルＣ開催

18日 自治会班長会

19日 地域清掃

21日 南小しめ縄づくり手伝い

22日 市議会本会議･議員総会

文教福祉常任委員協議会

26日 自治会歳末警戒参加

1日 決算審査等特別委員会

2日 南小学校運動会見学

4日 決算審査等特別委員会

5日 決算審査等特別委員会

6日 イベント打ち合わせ

市立美術館鑑賞

7日 小学校連合体育大会見学

8日 市議会本会議 ・ 議員総会

福祉対策審議会

9日 稲村和美さん政策懇談会

某保護者の会勉強会

10日 親子サークルＡ開催

11日 長女運動会

13日 地位イベント打ち合わせ

14日 市民の方と懇談・ 市民要望の陳情

15日 子育てｻｰｸﾙﾈｯﾄﾜｰｸ会議参加

16日 ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ勉強会参加

自治会班長会

17日 地域清掃参加

18日 親子サークルＢ開催

行財政改革市民懇話会傍聴

19日 親子サークルＢ打ち合わせ

22日 友人主催サークル参加

23日 南中文化祭・いたみわっしょい見学

26日 映画「ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ」協賛金集め

27日 稲村和美さん決起集会

28日 近畿市民派議員学習会（泉大津市）

29日 文教福祉常任委員協議会

財政勉強会

30日 次女運動会日

お伝えできていない私の不徳の致すところ。反省するとともに、ご意見に心から感

謝する次第です。活動内容は私の場合、①議会活動 ②勉強や視察 ③独自の活動 ④

地域活動 ⑤議員同士の交流 ⑥活動ニュースの発行 ⑦新しいこと、などです。お陰

様で忙しく休みもありませんが、「住民のお声を伺い、反映していく」を基本にフ

ル回転しております。ぜひ今後とも、ご意見をお聞かせ下されば嬉しい限りです。

Ｑ ： 議員って何してるの？ どんな活動してるの？

外出予定のない
平日は市役所に
登庁しています！

１２月中旬、少し体調が良くない時がありました。ダルくて頭が痛い。

元気印の私がどうしたのだ？！と原因を考えたところ、「冷え」だと気づきました。

一気に寒くなった時期、体がついていけなかったようです。慌てて「寒さ対策」

するといつもの元気が戻りました。あったかくすることって大事なんですね。

寒さ厳しき折、みなさまも温かくしてお過ごしくださいませ。 (佐和子記)


