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尼崎市議会議員

須田和のわくわくニュース第５号をお届けします

こんにちは 須田 和 （すだむつみ） です。
猛暑、炎暑、酷暑・・・「それにしても暑いですね」が毎日のあいさつでした。
9月もまだ暑さが続くとの予報です。 みなさまがお元気で過ごされますようお祈
り申し上げます。 このわくわくニュースは、須田和の応援をしてくださった
方、ご紹介いただいた方、名刺交換させていただいた方や同じ団体に
所属している方々に郵送し、市内の一部の地域にはご自宅に投函させ
ていただいています。 日頃から連携している兵庫県会議員のいなむら
和美さんのニュースといっしょにお届けしております。 どうかご一読い
ただき、お気軽にご感想などをお寄せください。 ご住所・お名前の表
記やお届けについてお気づきの点などもご遠慮なくお知らせください。
＊須田和自身が執筆・編集し、校正、印刷や発送は応援団が手伝ってくださっています。
ご質問にお答えして

…

県会議員いなむら和美さんとの連携って？

須田和が女性センター・トレピエ所長の時に出会いました。30歳で県議に当選。その後
出産、子育てしながら2期目へ…政策の立案力と実行力には敬服していました。須田和が
昨年、市議選に立候補するときに、白井市長とともに応援してくださいました。市民と行
政の協働、ＤＶ根絶への取り組みなど、さまざまなテーマでの勉強会や研修にいっしょに
参加したり、子育て・教育・時事問題、何より「尼崎のまちとひととその暮らし」につい
て語りあったり…。心から尊敬する政治家の一人です。
いなむら和美さん プロフィール： 1972年生。神戸大学在学中に阪神・淡路
大震災時に避難所のボランティアとして活動。「神戸大学総合ボランティアセ
ンター」の初代代表。卒業後、尼崎市議会「市民自治クラブ」会派スタッフ。大
学院法学研究科の修士課程を修了し、証券会社に勤務。
2002年退社し、尼崎市長選で白井文（一期目）の事務局専従
スタッフ。2003年6月 県議選に立候補し、20,209票で当選。
2007年から2期目。無所属議員として活躍中。 家族は夫と
愛称：イナゴン 娘。 http://www.inamura-kazumi.com/
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６月議会（第6回定例会）一般質問
今回も登壇して３つの質問をしました。持ち時間は答弁も含めて34分です。
１ 性暴力被害者の支援について
須田の質問 ① 被害者支援の取組 ： 年少者が性暴力の被害者となる事
件が多発している。思春期や大人になって深い心の傷に苦しむ被害者へのケ
ア・サポートを全庁的に取り組むことが急務ではないか。
② 職員研修等のあり方 ： 市内で元消防士によるわいせつ事件が多発した
という背景を認識した上での職員研修の考え方はどうか。
答弁（健康福祉局長 総務局長）： 性暴力被害者である子どもたちの心身の
ケアが重要な課題であり、県西宮こども家庭センターなど専門機関に連絡し、
慎重に対応している。庁内外の機関が連携・協力を行う要保護児童対策地域
協議会のネットワークの連携強化に努めたい。また、事件を予防する観点から
倫理観の向上に職員研修に取り組んできたが、今後や性暴力被害者に関す
る知識の研修あらゆる機会を通じて取り組む、起こってからでは遅く予防の観
点からも繰り返しが必要である。
第2問は、ひとり親家庭の支援について、第3問は、配偶者等からの暴力（Ｄ
Ｖ）対策基本計画策定に向けた取り組みの進捗状況について行いました。
質問・答弁の録画を、尼崎市議会のサイトから ご覧ください。

７月臨時会
7月臨時議会では、常任委員会の委員、役職が決定されました。 常任委員
会とは、議案、陳情等を専門的・能率的に審査する常設の委員会です。 尼崎
市議会には5つの委員会（総務消防、文教、健康福祉、経済環境市民、建設企
業）があり、議員は、いずれか1つの委員会に所属しています。
須田和は、昨年は文教委員会、今年は総務消防委員会に所属することとしま
した。 総務消防委員会では、まちづくりの基本計画、財政、広報・広聴、消防
などについて調査を行い、議案、陳情等を審査します。 所管する部局は、企画
財政局、総務局、消防局、会計管理室、選挙管理委員会、監査委員、公平委員
会です。
また、新しい役職として、尼崎市総合文化センターの理事と、地域保健問題審
議会委員に就任する予定です。

はてな？
すだむつみ

須田和も
あらためて
考えました

＜

議会用語

Ｑ＆Ａ ＞

よく聞かれる質問をとりあげ、須田和が調べたこと、理解したことをお伝えします。

Ｑ

「一般質問」、「代表質疑」って何ですか？

議会の本会議における質問というのは、議会に提出された議案や市政全般の
ことがらについて、市当局の考え方や方針を問いただすことです。 それを議員
個人の観点や立場で行うのが、「一般質問」です。 議員は議長あてに発言通
告書を規定の時間までに提出し、その後、発言順序と持ち時間が決まります。
須田和は、昨年の９月、１２月、今年の６月議会、つまり一般質問の機会があ
る議会全でで一般質問に立ちました。 また、所属する会派を代表して一人が
行うのが「代表質疑」です。 「質疑」は市長、または議員から提出された議案な
ど、本会議で議題となっていることがらについて、その内容への疑問や不明確
な点をあきらかにするために説明を求める発言です。 今年の２月の尼崎市議
会では２月議会（３月にかかる）で、平成２２年度の当初予算案などに対して、各
会派の代表者５人が代表質疑がを行いました。
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視察報告
５月１１日 野洲市消費生活相談室（滋賀県） 会派視察
●

主なものを掲載
しています

多重債務取り組みネットワークや包括的支援プロジェクトを構築し
て 市民の多重債務を解決している先進事例を学ぶために会派七
人で野洲市役所へ。 市税などの税金、市営住宅利用料や健康保
険料、年金保険料などの滞納の市民のその原因の掘り起こしを行っ
ていること、借金問題を解決して納税できるようになった事例、繰り

5月～8月の活動記録
（視察・参加先の一部）

返し行われるケース会議の効果などを、嘱託職員から、正規職員の
課長に抜擢され取り組んでおられる生水裕美さんから伺いました。

●子どもの貧困と生
活保護制度について
考えるシンポジウム
●上之島、東難波の
まつり●市消費生活
相談員勉強会●文部
科学省生涯学習局・
全国女性会館協議会

５月１３・１４日 東京都
地方自治経営学会研究会に参加
し、国政課題の検証や、地方自治体
の今後の方向などについて、全国か
ら集まった県議、市議約900人ととも
に学び、交流しました。

訪問●武庫会総会●
クリーン作戦●大井
戸公園ばらフェスティ

７月２６・２７日 熊本市会派視察

バル●武庫地区社会

高齢者・子育て支援の施設を併設し

福祉協議会評議員会

た県営健軍団地、商店街の若者の

●公開講座「性暴力

居場所づくり、私立病院の「こうのと

被害者支援―その発

りのゆりかご」（赤ちゃんポスト）事

展と継続」●ウィメン

業に対する県や市の検証、市民自

ズセンター大阪●食
育を考える勉強会●
神戸松蔭女子学院大
学 親子フリースペー

治基本条例、市民活動センター・あ
いぽーと、殺処分ゼロの取り組みで全国から視察、取材が殺到して
いる動物愛護センターに伺いました。 ＜写真：熊本市内配布のカード＞

ス「まつぼっくり」●伊
丹市市民活動セン
ター●西宮市動物愛
護センター●女性セ

８月１７日

ンター・トレピエ男女

総務消防委員会 市内視察

共同参画週間記念講

常光寺小学校跡地には、す

演会●35周年記念ア

でにモデルハウスも建設されて

ルカイックフェスティバ

いました。 旧聖和（ひじり）興

ル●21世紀職業財団

業の廃棄物、臨海部の工業地

●そのわ、南武庫之

帯、船出、ダイハツの岸壁、21

荘3丁目の夏まつり●

世紀の森、北堀であい橋などを

公設地方卸売市場●

回りました。 ＜写真は公園内に残される常光寺小学校の校章＞

日亜物産（工場野菜）
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９月議会の日程

９月7日～10月6日
７

火 １０時～ 議会運営委員会

１０

金 １６時～ 議会運営委員会

１４

火

１５

水 １０時～ 本会議（一般質問）

１６

木 １０時～ 本会議（一般質問）

１７

金 １０時～ 本会議（一般質問）

２１

火 （予備日 一般質問）

２２

水 決算特別委員会（一般・特別会計）（企業会計） 須田は 一般

２４

金 決算特別委員会（一般・特別会計）（企業会計）

２７

月 決算特別委員会（一般・特別会計）

２８

火 １０時～議会運営委員会

２９

水 常任委員会 10時～（文教委員会 / 経済環境市民委員会）

３０

木 常任委員会 10時～（健康福祉委員会 / 建設企業委員会）

１０時～ 議会運営委員会
１０時３０分～ 本会議（市長による提案理由説明等）

須田が質問に立つ日時
は 10日に決まります

１０/１

金 常任委員会 10時～総務消防委員会

５

火 １０時～ 議会運営委員会（採決態様）

６

水

特別会計の委
員を務めます

須田が出席します

１０時～ 議会運営委員会
１０時３０分～ 本会議 （委員長報告、採決等）

議会・委員会を傍聴しませんか
須田が登壇する議会の傍聴をしたいけれど、経験がないので…と思っておら
れたら、どうぞ遠慮なく須田にご連絡ください。

● 本会議傍聴の問い合わせ ： 議会事務局
総務課へ （電話 ０６－６４８９－６１０３）
● 委員会傍聴の問い合わせ ： 議会事務局
議事課へ （電話 ０６－６４８９－６１１２）
● 生中継で、また録画で視聴ができます

http://www.discussvision.net/
amagasakisi/index.html
前の４号でお知らせしたよりも発行が遅く

傍聴席からみた議場。須田が質問中

が、正しくは上坂部西公園です。 訂正いたします。お

なり、お待たせ致しました。４号の活動記録 知らせくださった方ありがとうございました。
で、白井文市長と並んだ写真の説明に４月

ホームページはリニューアルをめざして現在作業中で

２９日、花と緑のフェスティバル（上坂部公園）と書きました す。 もうしばらくお待ちください。
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