


 1月17日～2月9日に「臨時議会」が開催されました。議論をしたのは「幼児教育の充実」についてで、メインは「公立幼

稚園等の統廃合」です。昨年8月に具体的な計画案が出て以来、大きな議論になっていました。この臨時議会で協議を

重ね、一定の方向を結論付けました。最大のポイントは「市民の声が伊丹市政を動かした！」ということです。 

■これまでの経緯は？ 

●市内の公立幼稚園で園児数減少 

●2014年：学校教育審議会答申「16園→10園が望ましい」 

●2015～16年：「幼児教育のあり方を考える市民講座」開催 

●2017年8月：「伊丹市幼児教育推進計画（案）」発表 

●2017年12月：12月議会の議案上程なし。修正案発表。 

●2018年1月：臨時議会にて関連議案上程  

■臨時議会での議論と結果は？ 

 そして迎えた1月臨時議会。修正案→再議（市長が議会の

決定に異議を申し立てる拒否権）→再修正案と議論を重ね、

最終的に下記などを決定しました。 

●統廃合案：幼稚園16園→5園＋1分園、認定こども園1園→
4園、保育所2園廃止 

●市立こばと保育所：廃止方針→移転して存続へ 

●市立ありおか幼稚園：廃止方針→分園として存続へ 

●再編時期を明記せず 

●幼児教育無償化 

●公立幼稚園での預かり保育・3歳児保育実施 

 さらに、課題解決のため附帯決議を8項目も付けました。 

附帯決議 ： ①保護者や地域住民等と十分協議すること、②

跡地は子育て教育に活用するよう努めること、③保育所待機

児童を解消すること、④3歳児の希望者全員を幼稚園入園さ

せること、⑤特別支援が必要な子どもは抽選でなく身近な園

に入園できるようすること、⑥認定こども園の規模は考慮する

こと、⑦通園距離が遠いケースは適切な処理を実施するこ

と、⑧施行日は意見を聞いてニーズを把握して決定すること 

■市民の声が市政を動かした！ 

 今回の一連の議論で際立ったのが、市民から大きな声が上がったことです。「統廃合案が大胆すぎる」「市民の意見

が反映されていない」「説明が不十分」「スケジュールが拙速」…。 

 見直しを求める署名約2万3000筆（すごい数！）、請願計8件などの具体的な動きへと発展し、結果

的に計画案の修正に繋がりました。市議会は連日、傍聴や要請活動に訪れる子ども連れの保護者

などでいっぱいに。  市民が立ち上がって市政を動かしたのです。 

 1月臨時議会 

  H29年度 H32年度（予定） H34年度（予定） 

A 

伊丹幼 伊丹幼 伊丹幼 

すずはら幼     

南幼     

ありおか幼 伊丹幼ありおか分園 伊丹幼ありおか分園 

中央保 中央保 中央保 

こばと保 こばと保 こばと保 

  南部こども園 南部こども園 

B 

稲野幼     

桜台幼     

いけじり幼 いけじり幼 いけじり幼 

はなさと幼     

桜台保     

  西部こども園 西部こども園 

C 神津こども園 神津こども園 神津こども園 

D 

緑幼     

みずほ幼 みずほ幼 みずほ幼 

北保 北保 北保 

E 

天神川幼     

おぎの幼 おぎの幼 おぎの幼 

こうのいけ幼 こうのいけ幼 こうのいけ幼 

荻野保 荻野保 荻野保 

F 

せつよう幼 せつよう幼   

ささはら幼     

こやのさと幼 こやのさと幼   

ひかり保 ひかり保 ひかり保 

西保 西保   

    南西部こども園 

公立幼稚園等の再編案 （表作成 相崎） 



 

   

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！ 皆さまとお話しさせていただけるのを心より楽しみにしています。 

 ●日時 ： 2018年6月3日(日）14：00～16：00  ●人数 ：20名程度  

 ●場所 ： 東リ 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（連絡先は裏面） 

 ※飛び込みも大歓迎ですが人数把握のために事前連絡いただけると幸いです 

市政ニュース！ 

その１ 

  H29年度 H32年度 H34年度 

A 

伊丹幼 伊丹幼 伊丹幼 

すずはら幼     

南幼     

ありおか幼 伊丹幼ありおか分園 伊丹幼ありおか分園 

中央保 中央保 中央保 

こばと保     

  南部こども園 南部こども園 

B 

稲野幼     

桜台幼     

いけじり幼 いけじり幼 いけじり幼 

はなさと幼     

桜台保     

  西部こども園 西部こども園 

C 神津こども園 神津こども園 神津こども園 

D 

緑幼     

みずほ幼 みずほ幼 みずほ幼 

北保 北保 北保 

E 

天神川幼     

おぎの幼 おぎの幼 おぎの幼 

こうのいけ幼 こうのいけ幼 こうのいけ幼 

荻野保 荻野保 荻野保 

F 

せつよう幼 せつよう幼   

ささはら幼     

こやのさと幼 こやのさと幼   

ひかり保 ひかり保 ひかり保 

西保 西保   

    南西部こども園 

 

 

  相崎が所属する会派「フォーラム伊丹」の報告会です。前半は市政を報告し、後半
はグループに分かれて参加者と意見交換させていただきます。ぜひお越しください。 

 メンバー：川上八郎・泊照彦・西村政明・保田憲司・山薗有理・大津留求・相崎佐和子 

 ●日時 ： 2018年5月26日(土） 14：00～16：00  

 ●場所 ： 東リ いたみホール 6階 中ホール ●申込 ： 不要  

 ●内容 ： 前半「「市政報告」 後半「グループトーク」 

   

 公共施設マネジメントの一環で、これから建て替えや機能移転が方向づけられている施設があります。それらについ

て真に市民のためになる施設に再構築したいとの観点から、3月議会で改めて必要なソフトとハードを質問し、あり方

や進め方を要望しました。 

■女性センター（男女共同参画センター） 

 現在の女性・児童センターから、男女共同参画の機能を別の場所に移転することが方向づけられています。つまり

別の場所に、単独の男女共同参画の拠点を整備するということです。必要なソフトは相談事業・啓発事業・情報提供事

業・支援事業などであることを確認し、名称は目的を明確化するため「男女共同参画センター」とすること（他市はほと

んど名称変更済み）、他市のように愛称をつけるとベターであることを訴えました。 

■児童センター 

 現在の女性・児童センターは、南部こども園＋児童センター等にリニューアルすることに。グラウンドは現在と同等規

模の面積を確保する事などを確認し、今後は住民や利用者の要望を丁寧に聞いて活かすよう訴えました。 

■稲野公園運動施設 

 公園内に市立こばと保育所が移転することが決定しています。利用人数が少ないスペースがあるなどの課題を抱え

る中、保育所移転だけで終わらせず、地域住民を中心に協議を重ねて全体をリニューアルし、使い勝手がよい公園に

することを訴えました。「稲野公園のこれからを考える会」などを立ち上げ、市民主体で協議したいものです。 

■中央公民館 

 市立労働福祉会館・青少年センター（スワンホール）に機能移転することが決定しています。今後は「市民の主体的

な学習の場」「多様な学習機会の提供」の2本柱でソフト展開することを確認し、移転を機会に市民の生涯学習の場と

して活性化させるよう訴えました。 

  

３月議会 



4日 会派会議 

5日 新年互礼会（商工会議所） 

    新年互礼会（自治会連合会） 

6日 新年交歓会（少年育成協会） 

    自治会理事会・市民懇談 

7日 幼児教育関係講演会 

8日 国会議員選挙総括会議 

9日 新年旗開き＠神戸市 

10日 勉強会・会派会議 

    地元幼稚園イベント・団体懇談 

11日 <小学校登校見守り> 

12日 市民懇談・<小学校参観日> 

13日 地元小学校ｲﾍ゙ﾝﾄ手伝い・幼児教育説明会 

14日 団体A会合・市民懇談 

    稲野町自治会餅つき見学 写真② 

15日 会派会議 

16日 市民懇談・解放同盟旗開き 

17日 臨時議会・会派会議 

    <保護者同伴下校訓練> 

19日 地元小学校ｲﾍ゙ﾝﾄ反省会・市民懇談 

    新年旗開き＠宝塚市 

20日 勉強会＠大阪市・自治会班長会 

21日  団体A会合・自治会定期清掃 

22日  臨時議会（相崎質疑日） 

24日  市民懇談 

25日 会派会議・議会改革特別委員会 

    地元協議会会合 

26日 臨時議会・会派会議 

28日  懇談3件 

29日  会派会議・懇談 

30日 総務政策常任委員会 

     出産議員ネットワーク会合＠東京 

31日 文教福祉常任委員会（音声傍聴） 

1日 団体A会合・議会改革分科会・議員研修会・会派会議 

2日 北中学校70周年記念式典・会派会議 

3日 団体B会合・自治会理事会 

4日 懇談 

5日 文教福祉常任委員会（音声傍聴） 

6日 臨時議会対応 

7日 臨時議会対応 

8日 臨時議会対応 

9日 臨時議会（相崎質疑）・団体C会合 

10日 市民懇談 

11日 団体A会合 

13日 自治会活動・地域カフェ参加 

14日 <小学校登校見守り>・市民懇談 

15日 関西若手議員の会役員会＠大阪市 

16日 自主事業プレゼン会＠神戸市 

17日 市内ｲﾍ゙ﾝﾄ・自治会班長会 

19日 3月定例会勉強会・会派会議 

20日 本会議・議員総会・議会改革特別委員会・会派会議 

21日 チラシポスティング 

22日 チラシポスティング・地域協議会会合 

23日 本会議・議会改革特別委員会分科会・団体D大会 

24日 山薗有理議員の市政報告会 

26日 本会議 

27日 総務政策常任委員会・市民懇談 

28日 憲法学習会 

  

1日 議会改革特別委員会分科会 

2日 団体A会合 

3日 自治会理事会 

4日 女性児童センターイベント 

  「第20回 サワコの茶話会」 写真③ 

5日 本会議 

6日 本会議 

7日 本会議 

8日 本会議（相崎質問日）  写真① 

9日 本会議 

10日 団体E大会＠神戸市 

11日 市内ｲﾍ゙ﾝﾄ 

12日 議会改革特別委員会 

    会派街頭活動 

13日 予算審査特別委員会 

14日 予算審査特別委員会 

15日 予算審査特別委員会 

16日 市民懇談 

17日 地域保育所卒園式 

    自治会班長会 

18日 団体A会合 

19日 <小学校登校見守り>・地域活動 

20日 地元小学校卒業式 

21日 桜井シュウ衆院議員の国政報告会  

22日 議会改革特別委員会 

23日 私立幼稚園卒園式 

    地域保育所説明会 

24日 自治会理事会 

26日 本会議・議員総会・自治会打ち合わせ 

28日 自治会活動 

29日 地域団体会合・地域協議会会合 

30日 親子ひろば開催・自治会活動 

31日 団体E会合＠川西市 

 

●ホームページ http://sawako-aizaki.com 

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

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

●ツイッター 

●インスタグラム 

 

 相崎のポスターを掲示してくださる

方を募集しています！ 塀やフェンス

に貼っていいよ、という方は下記まで

ご連絡ください。すぐに伺います。お

力をぜひよろしくお願いいたします！ 

 

●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 １ ２ 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(新中1)・次女(新小3) 

相崎佐和子 検索 

① 
② 

③ 

似顔絵のプレ

ゼントをいた

だきました 


