


　

 
  
■「マニフェスト大賞」で優秀賞！ 
 「マニフェスト大賞」とは、政策本位の政治を目指す全国の地方議員などを表彰する、“政策の甲子園”と
も呼ばれるコンテスト。今年度の「第11回マニフェスト大賞」にて過去最多の2514件の応募の中から、35件
の優秀賞に選んでいただきました。 受賞理由は下記とのこと。（マニフェスト大賞ＨＰより）  
 ■ 相崎佐和子 マニフェスト賞（議会）優秀賞受賞 ■ 
1～3期目の政策すべてをホームページで掲載。 進捗・実績は「通信簿 ～「お約束」はどうなった？！～」と 
題し、◎、〇、△、×でわかりやすく市民に公開。 市民とのコミュニケーションを図るためブログも毎日更新。  
 
■「プレゼン研修大会」で特別賞！ 
 また「マニフェスト大賞   プレゼン研修大会」にて特別賞をいただきました。これは優秀賞35組が取り組み
をプレゼンテーションして互いに学びあう大会。私もプレゼンし、北川正恭さん（元三重県知事・早稲田大学
名誉教授・マニフェストの生みの親）や江藤俊明さん（山梨学院大学教授・議会改革研究の第一人者）など
にアドバイス＆叱咤激励をいただきました。 結果、マニフェスト大賞の協賛団体である「㈱ぎょうせい」から
特別賞が！選定理由は、●“住民に伝える”という最も大事なことに忠実に取り組んでいる●議長として議
会改革に取り組んでほしい、とのこと。いただいたエールを糧にいっそう精進します。 
 
★写真① プレゼンの様子 ★写真② 特別賞の賞品「ガバナンス 
（行政や議会のバイブル誌）半年分」＆「江藤先生の最新著書」 
★写真③ 北川正恭さん・山薗有理議員（同じく受賞）と 

 
■
 
会
は当会の会長（今年度）であり、私が進行を務めました。
な整備を」
地元でベターなカタチの議論を
 
西・三田・猪名川・伊丹）の市長・議長・県会議員（管内選出）が集合
なる活性化」「阪神北医療圏域における県立病院の整備」について、市議会議長（つまり私）から
りカメラネットワーク」について発言
スは、広域的に取り組むことがカギ。県に、共通ガイドラインの作成など広域
的な環境整備を要望しました。知事いわく「整
理が必要。引き続き注目する」とのこと。
 
て地方創生に励みます。
経費などでのバックアップを願う
 
■空港がある街で一致団結！
 

市議会が会長を担当

 

市議会、南は沖縄県石垣市議会まで

などを審査。研修会では空港を活かした街づくりを学びました。

 

委員会所属）を訪問。直接お会いできた方に要望をしっかり伝えました。

インバウンドの活用などを要望。増加する外国人観光客が全国各地を訪問できるよう国内路線の充実を求めま

した。航空会社いわく「インバウンド活用はビジネスチャンスと捉えている。路線充実・外国人向け格安航空券の

発売・ウェブを活用した各地のＰＲなど取り組む」とのこと。

 

な声にして国や関係機関に届けて
 
 
 
 
 
■「エフエムいたみ」をお祝い！
 

としてはもちろん、様々な伊丹の情報を伝える事で伊丹活性化の大き

な力になっています。そんな

 

の

の活動への感謝とこれからの発展への激励を熱く語らせてもらいました。

 

一緒に伊丹を盛り上げていきましょう！

 
  
 伊丹市は「日本一 安全・安心なまち」を目指して街づくりを進めています。その目玉事業はカメラの設
置！ 「安全･安心見守りカメラ」を市内に1000台設置し、防犯や見守りなどに役立てようと考えています。 
 今年度中（Ｈ29年3月中）に1000台すべてを設置する予定で、現在ドンドン市内にカメラが出現中。実際の
カメラを見て、市民の皆さんから改めてカメラについてご質問もいただくところです。 
 そこで今回はカメラについてのギモンに一気にお答えします！ 
 
■（目的）なぜカメラを設置するの？ 
 通学路などを中心に設置する950台のカメラで、①事件事故の抑止、②事件・ 
事故の早期解決、③行方不明者の捜索を図ります。また河川などに設置する 
50台のカメラで、①災害発生時の河川監視、②災害対策と検証を図ります。 
■（経費）お金はいくら掛かっているの？ 
 イニシャルコスト（初期経費）は、約3億9500万円（うち伊丹市の単独負担は 
約2億1800万円）。ランニングコスト（維持経費）は、約2700万円/年です。 
■（場所）カメラの場所はどうやって決めたの？ 
 「小学校区単位で設置場所検討会を開催したり、パブリックコメント（施策の意見募集）を募ったりと、これ
まで様々な場面で地域住民のご意見をお伺いしています」（市役所ＨＰより）。ただ「知らないうちに決まって
いた」などのお声も。よりキメ細かくお声をいただくことも課題です。 
■（プライバシー保護）映像って誰でも見られるの？ 
 実は防犯カメラについて規制する法律はありません。そこで伊丹市独自で条例＆ガイドラインを定め、管
理や運用について厳格に規定しています。映像を提供する場合は、①法令等に基づく場合②個人の生命・
身体・財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合に限っています。ご安心ください。 
■（効果）ちゃんと効果は出ているの？ 
 Ｈ28年度は3小学校区で先行実施していますが、昨年8月にカメラ画像が決め手となり強制わいせつ暴行
の容疑者逮捕にいたりました。また犯罪認知率は、県全体の－15.6％と比較して伊丹市は－23.4％と大幅
減少（Ｈ28年上期の前年比）。カメラ効果もあるかと推測できるところです。  
■（見守りサービス）見守りサービスもあるって聞いたけど？ 
 カメラとあわせて受信器を設置し、発信器（ビーコン）を持った人（子どもや認知症高齢者等）が受信器近く
を通ると保護者のスマートフォン等にその位置が通知されるサービス「まちなかミマモルメ」を実施中です。 
 
  本年3月の設置完了に向け、市内に続々と登場中の見守りカメラ。改めてよくいただくご質問にお 
 答えしました。全国的も稀有な、1000台のカメラ設置&見守りサービス。必ず活かさねばなりません。 
  「見守りネットワークの広域化」などの課題解決を図りながら、この取組みを魅力の１つとして、伊丹 
 市を「住みたい街、住み続けたい街、ナンバー１」へと成長させていきます。 
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市民とのコミュニケーションを図るためブログも毎日更新。  
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マニフェスト大賞の協賛団体である「㈱ぎょうせい」から

 
■知事に要望！ ～阪神市議会議長会・阪神北地域づくり懇話会～ 
 11月8日、「阪神市議会議長会  知事との懇談会」を開催しました。これは知事と阪神間の市議会議長との懇談
会です。阪神９市（西宮・尼崎・宝塚・伊丹・川西・芦屋・三田・篠山・丹波）＋神戸市の正副議長が集合。伊丹市
は当会の会長（今年度）であり、私が進行を務めました。 阪神間の市議会から種々要望。「医療体制の広域的
な整備を」には、知事いわく「県立病院の配置について阪神地域は県民局エリアに捉われず柔軟に考えたい。
地元でベターなカタチの議論を。」とのことでした。   
 また11月30日、「阪神北地域づくり懇話会」へ。こちらは知事と阪神北地域の懇話会。阪神北地域（宝塚・川
西・三田・猪名川・伊丹）の市長・議長・県会議員（管内選出）が集合です。伊丹市は、市長から「伊丹空港のさら
なる活性化」「阪神北医療圏域における県立病院の整備」について、市議会議長（つまり私）から「安全安心見守
りカメラネットワーク」について発言。カメラを活用して実施する位置情報サービ 
スは、広域的に取り組むことがカギ。県に、共通ガイドラインの作成など広域 
的な環境整備を要望しました。知事いわく「整 
理が必要。引き続き注目する」とのこと。 
 私たち基礎自治体は、地域の特性を活かし 
て地方創生に励みます。県には制度・人材・ 
経費などでのバックアップを願うところです。 
 
■空港がある街で一致団結！ ～全国民間空港所在都市議会協議会～ 
 空港が所在する街の議長が集まる「全国民間空港所在都市議会協議会」。全国50都市が加盟しており、伊丹
市議会が会長を担当。様々に活動を展開しています。 
 11月1日は北海道釧路市にて「第90回臨時議会」を開催！ 北は北海道の稚内 
市議会、南は沖縄県石垣市議会まで37都市が集まりました。会議では昨年度決算 
などを審査。研修会では空港を活かした街づくりを学びました。 
 11月22日は、会の要望を国会議員＆航空会社（ＡＮＡ・ＪＡＬ）へ届けに行きました。まずは国会議員（空港関係
委員会所属）を訪問。直接お会いできた方に要望をしっかり伝えました。 続いて航空会社（ＪＡＬ・ＡＮＡ）へ行き、
インバウンドの活用などを要望。増加する外国人観光客が全国各地を訪問できるよう国内路線の充実を求めま

した。航空会社いわく「インバウンド活用はビジネスチャンスと捉えている。路線充実・外国人向け格安航空券の

発売・ウェブを活用した各地のＰＲなど取り組む」とのこと。 
 地方創生の名のもと、空港所在地は空港を活かした街づくりが求められています。会では要望をまとめ、大き

な声にして国や関係機関に届けていきます。  
 
 
 
 
 
■「エフエムいたみ」をお祝い！ ～エフエムいたみ  20周年記念番組～  
 伊丹市のコミュニティ放送「エフエムいたみ」は、阪神・淡路大震災の翌年に誕生し、災害時の情報伝達ツール

としてはもちろん、様々な伊丹の情報を伝える事で伊丹活性化の大き 
な力になっています。そんなエフエムいたみが20周年を迎えました。 
 12月17～18日には「20周年記念番組」が公開ブースで生放送！「伊丹 
の20人」なるコーナーに市議会議長として生出演させてもらい、これまで 
の活動への感謝とこれからの発展への激励を熱く語らせてもらいました。 
 パワフルにエネルギッシュに発展中のエフエムいたみ。 これからも 
一緒に伊丹を盛り上げていきましょう！ 
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   気軽な雰囲気で意見交換する「サワコの茶話会」。  

    ぜひお越しいただき感じていることをお話しください！ 
 
 ●日時 ： 平成２９年３月１１日(土） １４：００～１６：００   ●人数 ： 20名程度    
 ●場所 ： いたみホール  ３階  大会議室  ●内容 ： 議長の仕事・市政の状況など 
 ●申込 ： 名前＆連絡先を、メール・電話・ファックスなどでお知らせください（連絡先は裏面） 
  ※飛び込みのご参加もOKですが、人数把握のため事前連絡いただけるとありがたいです 
  ※託児はありませんがお子様連れ大歓迎です！ 



 
★ホームページ http://sawako-aizaki.com  
★ブログ http://yaplog.jp/sawako-aizaki/毎日更新中! 
★ホームページ(携帯版） 右記のＱＲコードから 
★フェイスブック https://ja-jp.facebook.com/sawako.aizaki 
★活動ニュース バックナンバーは上記ＨＰに。郵送希望はご連絡を 
★ツイッター  ★ミクシィ 

1日 地元小学校運動会･日本酒の日フォーラム 
3日 辞令交付 
4日 会派街頭活動･レク1件 →  福岡県へ 
5日 やまと学校（競艇選手養成学校）入学式 
     （福岡県柳川市） 
6日 小学校連合体育大会 
7日 議会運営員会･本会議･代表者会･レク2件 
8日 地元幼稚園運動会･ 
   尼崎市市政100周年記念式典 
9日 働美展表彰式 
10日 体育の日の集い 写真① 
12日 親子ひろば開催･ 
   調布市視察対応･名取市訪問対応 
13～14日 飛行場問題対策特別委員会 視察 
     ＭＲＪ製作所（愛知県小牧市）･国土交通省 
15日 3世代交流グラウンドゴルフ大会司会･ 
    近隣保育所運動会･人権フェスティバル 
16日 団体Ａ会合･地域清掃 
17日 文教福祉常任委員協議会 
18日 近畿市議会議長会（滋賀県大津市） 
19日 中野区視察対応･レク2件･団体Ｂ集会 
21日 戦没者追悼式 写真② 
22日 ＭＯＡ美術展表彰式 写真④ ･地元秋祭り 
23日 地元秋祭り 
24日 レク3件･地元小ｲﾍﾞﾝﾄ打ち合わせ 
25日 地元幼稚園焼き芋大会･ﾚｸ4件･ｿﾛﾌﾟﾁﾊﾞｻﾞｰ 
   視察対応･会派会議･市長政策懇談会 
26日 西宮市視察対応･アポ1件 
   市町正副議長研修会（神戸市）・地元打合 
27～28日 会派視察 
  （羽田空港･千葉県木更津市･千葉県市原市） 
29日 地元秋祭り反省会 
30日 農業祭･団体Ｃイベント見学 
31日～11月2日  
 全国民間空港所在都市協議会（北海道釧路市） 

10月31日～2日 全国民間空港所在都市議会協議会 
             （北海道釧路市） 
2日 釧路市 → 県老連ウオークラリー表彰式 
     商工会議所会合 
3日 地元小オープンスクール･隣町自治会文化展 
4日 会派街頭活動･打ち合わせ1件 
5日 子連協運動会･ライオンズ50周年記念式典 
   自治会理事会･<小学校同窓会> 
6日 地域清掃･伊丹市展表彰式･隣町自治会作品展 
8日 知事懇談会･打ち合わせ2件･ﾚｸ1件･アポ2件 
9～10日 市議会議長会評議員会（9日）（東京） 
   全国競艇施行者議会協議会（10日）（東京） 
11日 文教福祉常任委員協議会 
   マニフェスト大賞表彰式（東京） 
12日 地元小木工教室手伝い 
13日 伸幸苑20周年式典 写真③･伊丹マダン 
14日 会派会議･レク2件･公立保育所給食説明会 
15日 辞令交付･兵庫県議長会役員会（養父市） 
    団体Ｄ集会 
16～17日 近畿競艇主催地議会協議会(福井県坂井市) 
17日 福井県 → 団体Ｃ会合 
18日 議会研修会･団体Ｃ会合（宝塚市） 
19日 地元小学校音楽会･自治会班長会 
20日 団体Ａ会合･お通夜 
21～22日 全国基地協議会（21日）（東京） 
  全国民間空港所在都市議会協議会（22日）（東京） 
23日 会派議会報告会･技能功労者表彰式 
   ｲﾑﾛｰﾄﾞ商店街抽選会 
25日 レク1件･会派会議 
26日 市内史跡清掃･地元小学校防災訓練 
   笹原小学校50周年記念式典 
28日 12月定例会勉強会･ﾚｸ4件･地元団体会合 
29日 議会運営委員会･代表者会 
   保健衛生推進連合会大会 
30日 阪神北地域づくり懇話会（宝塚市） 
   打ち合わせ1件･会派会議･会派街頭活動 

2日 レク1件･准看護専門学校戴帽式 
3日 自治会理事会･団体Ｃ会合 
4日 団体Ａ会合･地域清掃 
   「第15回 サワコの茶話会」 
5日 本会議･議員総会･代表者会 
   レク4件・佛山市政府団訪問 
6日 親子ひろば開催･地元小ｲﾍﾞﾝﾄ打合 
  西菱電機50周年記念式典 写真④ 
7日 レク3件 
8日 本会議･レク4件 
9日 本会議 
10日 地元小学校焼芋大会 
12日 本会議･アポ1件･レク1件 
13日 本会議･議会運営委員会･ 
14日 <登校見守り>･地元小しめ縄づくり 
   一斉パトロール 
15日 クリーンランド見学会 
16日 文教福祉常任委員会 
17日 地元小学校イベント見学 
    自治会班長会 
18日 団体Ａ会合･地域清掃･ 
    エフエムいたみ20周年記念番組 
20日 地元幼稚園餅つき手伝い 
21日 レク1件･都市農業推進大会 
   会派会議・会派街頭活動 
22日 議運委員会･本会議･代表者会 
25日 <市内イベント見学> 
26日 歳末警戒パトロール･打合1件 
27日 歳末警戒パトロール･アポ2件 
28日 歳末警戒パトロール･レク3件 
    仕事納め訓示 
 
※個人所用は<>内に記載 

 
 相崎が所属する会派「フォーラム伊丹」で
は、毎月「フォーラム伊丹通信」を発行して
います。メンバーと共に駅などで配布して
いますが、郵送も受け付けています。ご希
望の方は下記までご連絡ください。 

 喜んでお送りさせていただきます。 検索 相崎佐和子 

                  

         

●1973年3月生●親和女子高校●奈良教育大学● 〃 大学院（政治学） 
●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 
●伊丹市議会議員（現在３期目）  ○家族： 夫・長女（小５）・次女（小1） 

発行元 ： 相崎佐和子 

連絡先 ： 〒664-8503 伊丹市千僧1-1 

      伊丹市議会内 

電 話 ： (090) 8528-3870  

メール ： sawako-aizaki@hcc6.bai.ne.jp 

杉本美香さん （ロンドン五輪銀
メダリスト・伊丹出身） 

③ ④ ⑤ 
① ② 


