市議会議員 あいざき佐和子の活動ニュース
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市長マニフェスト
徹底検証！
議長退任のご挨拶
寄稿その１

「日経グローカル」

〜だれもが望む生き方ができる社会に〜

寄稿その２
「政治山」

〜オンナに議長が務まるのか？〜

「第18回 サワコの茶話会」やります！

ブログ毎日更新中！
http://www.sawako-aizaki.com/
←携帯の方はこのQRコードからアクセスしてください

4月の伊丹市長選挙にて藤原保幸氏が4期目に当選され、市長マニフェストは施政方針になり
ました。新規事業が盛りだくさん。しっかりチェックせねばなりません。
そこで6月定例会の代表質問（会派を代表しての質問）にて、目的や詳細や進め方などを徹
底的に検証しました。

■重点施策１： 幼児教育の無償化
Q：詳細は？経費の積算と確保先は？ → 2020年度には4・5歳児の無償化を実現予定。経費は1学年当たり約2.5億円
と試算。財源の確保は、公立幼稚園等の再編による運営費の効率化と資産の売却など。
Q：財源の確保先とする公立幼稚園等の再編について詳細は？ → ７月下旬に具体案を提示、8月からパブリックコメ
ント（意見徴集）、10月の来年度幼稚園入園願書時に間に合わせる。再編は2020年度を予定。
Q：再編についてスケジュールがタイト。市民への十分な説明や意見徴集は可能か？ → これまでの2年間、「幼児教
育のあり方を考える市民講座」を18回開催した。今回のパブリックコメントではじめて具体的な再編案を提示するが、
実施時期は3年後。誠心誠意市民に説明させていただく。

■重点施策２ ： 子ども医療費助成対象の拡大
Q:詳細は？経費の積算と財源の確保策は？ → 現在検討中。最短で2018年7月から開始。

■重点施策３ ： 高齢者市バス無料パスの継続
Q：市から交通局への高齢者無料パスの負担金5億3000万円/年なども現状維持か？ → すべて継続の予定。他市で
見られる一部負担・対象年齢引き上げ・所得制限なども導入の予定なし。

■重点施策４：高度医療・救急体制の充実
Q：阪神北医療圏域（伊丹・宝塚・川西・三田・猪名川）に3次救急に対応できる高度急性期医療施設がない課題への
具体的なアクションは？→ 兵庫県や近隣市と連携し、高度急性期医療提供体制の検討を進める。

■重点施策５ ： 伊丹空港の国際化
Q：伊丹空港を再び国際化するメリットは？ →関西と日本全体の経済やにぎわいが高揚し、伊丹も成果を享受。
Q：2020年目途とのことだが見込みは？ → 関空と伊丹は㈱関西エアポートが運営。コンセッション手続きを進める神
戸空港も同社運営になると予測。3空港の役割分担が見直されると、運用の規制も緩和される可能性大。

このたび、2年務めさせていただいた伊丹市議会の議長を退任いたしました。
議長の就任時、力を入れて取り組むと宣言したのが「地方創生の取り組み」「議会改革の推進」でした。
「地方創生」については、多くの対外的な場で伊丹の魅力をＰＲするとともに要望を強く訴え、 「議会改革」につ
いては、伊丹市議会で初となる“議会報告会”を開始したり、政務活動費の収支報告をインターネット公開した
りと取り組んでまいりました。
また議会内では、調整役・まとめ役として、個々の議員活動や議会全体の運営が円滑に進むよう、精一杯
務めてまいりました。
さらに“子育て中の若手女性議長”として何かと注目をいただくことに留意し、“道を切り拓く”“成功事例にな
る”との気概で取り組みました。
このように全力で務めた2年。至らない点もあったかと存じますが、多くの方々が力をくださ
り支えてくださいました。 議長職を全うできたのは皆様のお陰だと、心より感謝しています。
2年間、誠にありがとうございました。
これからは1人の議員に戻って活動を再開します。“市民のお声を聞いて実現に取り組
む”という議員の原点に戻って活動できる日々が楽しみでもあります。
大好きな伊丹を「住みたい街、住み続けたい街 ナンバー１」にすべく、さらに邁進しま
す。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
相崎佐和子

「日経グローカル」という情報誌は、日本経済新聞社が発行する地域経営の専門情報誌
で、この業界では有名。このたび、「奮闘 地方議員」コーナーに執筆させていただきました。
「誰もが『望む生き方』ができる社会に！」との想いを胸に走
り続けた議員生活10年を綴っています。内容は相崎ブログに
記載中。お目通しいただければ幸
いです。
「相崎佐和子ブログ」
https://yaplog.jp/sawako-aizaki/

「政治山」というインターネットサイトは、議会や選挙など政治に関する情報を集めて発
信するサイト。このたび、女性議長について寄稿させていただきました。
「え？あなたが議長？」の書き出しで、女性議長の現状・議長が女性であることの意
義・今後の展望と課題について熱く書いています。ぜひお目通しくださいませ。
「政治山」 https://seijiyama.jp/

相崎佐和子

検索

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、普段感じていることなとをお話しください！
●日時 ： Ｈ29年9月10日(日）14：00～16：00 ●人数 ：20名程度
●場所 ： いたみホール 3階 大会議室
●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）
※当日のご参加も大歓迎ですが、人数把握のため事前連絡いただけるとありがたいです

1日 団体Ａ会合・自治会理事会
2日 自治会総会
3日 辞令交付・市当局打ち合わせ2件
4～5日 ボートレーサー養成所入学式（福岡県柳川市）
6日 市当局レクチャー1件
7日 代表者会・議員総会・市当局レクチャー2件
会派会議・准看護高等専修学校入学式
8日 私立幼稚園入園式
9日 市長選出陣式・岡田節人氏を偲ぶ会（京都大学）
10日 市長初登庁お出迎え・小学校入学式
市立伊丹高校入学式・選挙応援
11日 中学校入学式･ハッセルト市訪問団歓迎夕食会
12日 幼稚園入園式
13日 市当局レクチャー2件
14日 登校見守り当番・<長女懇談会>・児童くらぶ保護者会
15日 自治会班長会
17日 <次女懇談会>・お見舞い
19日 保護司会総会・西条市議会訪問対応・地域団体会合
20日 阪神市議会議長会(篠山市)・当局レク3件・街頭活動
21日 兵庫県市議会議長会局長会・市民懇談
22日 御願塚古墳まつり・団体Ｂ会合
23日 選挙応援
24日 会派会議・高知市議会視察対応・<家庭訪問>
25日 ＪＲ脱線事故追悼行事・代表者会・議員総会
議会報告会リハ・会派街頭活動
26日 若手女性議員の勉強会（金沢市)

2日 市民懇談・<参観日>
7日 市内イベント参加
8日 議会報告・チラシ配布・団体Ｃ会合
9日 議会報告会チラシ配布・市当局レク1件
10日 議会運営委員会・代表者会・議員互助会･
市当局レクチャー･・八代市視察対応
11日 会派会議・団体Ｄ会合
12日 地域団体会合
13日 地域団体総会・自治会理事会
14日 千僧駐屯地66周年記念行事
「第１７回 サワコの茶話会」
15日 代表者会・団体Ｂ会合
16日 代表者会
17日 臨時議会 ～議長退任～
18日 登校見守り当番
19日 臨時議会・会派会議・議長職引継ぎ
20日 自治会ポン菓子大会･
市議会議会報告会・自治会班長会
21日 市議会議会報告会
23日 団体Ｂ会合
24日 団体Ｂ会合
26日 自治会連合会総会 稲 村 和 美（尼
崎 市 長）＆ 越
会派街頭活動
田けんじろう
（兵庫県議）＆
27日 他議員報告会
相崎でパネル
29日 選挙応援
トーク
30日 選挙応援

①

1日 6月議会勉強会・心障懇総会・会派会議
3日 自治会理事会
4日 自治会清掃
6日 団体Ａ会合・自治会バスツアー
7日 街頭活動
8日 本会議・議員総会・地域団体会合
9日 労働者福祉協議会総会
11日 越田県議勉強会 ※写真②
12日 合同愛護地区懇談会
13日 本会議（相崎質問）
14日 本会議
15日 本会議
16日 本会議
17日 地元小学校イベント見学･
会派議会報告会・自治会班長会
18日 団体Ａ会合
19日 本会議
21日 総務政策常任委員会
22日 団体Ｄ会合
23日 地元団体会合
25日 市内イベント見学
27日 地域喫茶手伝い・団体D会合
28日 登校見守り当番・本会議・議員総会
議会改革特別委員会
29日 手をつなぐ育成会総会
30日 <学校個人懇談>

②

27日 中学校給食センター竣工式典
※写真① 兵庫県市議会議長会総会
28日 他議員会合･
近畿競艇主催地議会協議会（尼崎市）
29日 団体Ａ会合・宮前まつり
30日 メーデー ・団体Ｂ会合

●ホームページ http://sawako-aizaki.com

相崎が所属する会派「フォーラム伊丹」では、

●ブログ http://yaplog.jp/sawako-aizaki/ 毎日更新中！

毎月「フォーラム伊丹通信」を発行しています。

●Facebook https://ja-jp.facebook.com/sawako.aizaki

メンバーと共に駅などで配布していますが、郵

●ホームページ(携帯版） 右記のＱＲコードから

送も受け付けています。ご希望の方は下記ま

●ツイッター ●ミクシィ

相崎佐和子

検索

●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●伊丹市議会議員（現在３期目）
●第６１代 伊丹市議会議長 ○家族：夫・長女(小６)・次女(小２)

でご連絡ください。

