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8 月 29 日　本会議（提案説明）
9月 4日　本会議（一般質問 請願・陳情締切 ）
9月 5･6 日　本会議（一般質問）
9月 9日　本会議（一般質問 , 質疑 , 委員会付託）
9月 11･12 日　常任委員会   
9 月 13 日　病院問題特別委員会

■2013 年 9月定例会日程 ［8月 29 日～9月 30 日 ］
9月 17 日　本会議（委員長報告 , 討論 , 採決）
　　　　　  ／決算特別委員会全体会
9月 24～26 日　決算特別委員会分科会
9月 27 日　決算特別委員会分科会 ( 病院問題分科会 ) 
9 月 30 日　決算特別委員会全体会
　　　　　  ／本会議（委員長報告 , 討論 , 採決） 

今年はことのほか暑い夏でしたが、お変わりありませんか。
7 月の参議院議員選挙で自由民主党が安定過半数を獲得したことにより、一気に改憲をすすめるのではない
かと懸念されます。 昨年発表された自民党改正草案は、基本的人権の尊重・国民主権・平和主義の三大原則
を大きく変質させる内容です。そのような改憲には｢No ！｣と言っていきます。  

NO.24

なくそう　議
員特権！

原発被災者支援法と
子宮頸がんワクチンについて
■東日本大震災の被災者支援
【よつやの質問】　昨年 6 月の国会で成立した「原発事
故子ども・被災者支援法」は、政府による「基本方針」
の策定や予算措置がなされないまま、具体的施策がほ
とんどとられずに一年が経過した。基礎自治体ででき
ることは積極的に取り組むべきと考えるがどうか。
【答弁】　支援策が十分実施されたとは考えていない。
今後、国の示す方針に留意し、被災者や支援団体から
法律に基づいた要望に対し積極的に対応していく。
【よつやの評価】　原発事故の被災者は今後も厳しい状
況を強いられます。国の方針を待つのではなく、地方
自治体にできることを積極的に進めてほしいです。

■HPVワクチン＊接種
【よつやの質問 ①】　子宮頸がんの検診を二年毎に受け
れば、ワクチン接種をしなくても効果的ではないか。
【答弁  保健所】　子宮頸がん検診は、がんになる過程
の異形成や早期のがんを発見できる。検診とワクチン
を併用することでより高い効果が期待できる。
【よつやの質問 ②】　子宮頸がんは性感染症であるか
ら、生徒には、まず、性感染症予防について伝えるべ
きではないか。

【答弁  教育委員会】　疾病予防対策学習の一つとして、
性感染症も取り上げている。感染予防には性的接触を
しないことと指導している。
【よつやの評価】　市は、ワクチン接種が万能であるか
のような誤解を与えず、検診をすすめるよう丁寧な説
明と広報に留意すべきです。

6月議会　よつやの一般質問

1. 性的接触により 50％以上の女性の体に HPV は侵入。感染状         
　態になるのはその 0.7％。
2. 感染しても 90% は 2 年以内に対外に自然排出。体内に残っ
　たものも 90%は 3年以内に消滅。
　(1、2 より、HPV 感染で子宮頸がんになる可能性のある人は
　人口の 0.7×0.1×0.1＝0.007%)
3．認可されている子宮頸がんワクチンは、100 種類ある HPV
　のうち 16型と 18型に効果があるのみで、子宮頸がん全体の
　60%に過ぎない。
　ワクチンが子宮頸がんの原因になるウイルスすべてに効果が
あるような広報にも問題があります。予防できる人口は
0.007% なのに、女子中学生に定期接種を続けて副反応の危険
にさらすべきではありません。
　4 月、定期接種で接種勧奨を始めた厚労省が、ワクチンとの
因果関係を否定できない副反応が多発したため、6 月には「積
極的な接種の勧奨を控える」と勧告を出しました。すでに薬害
との見方もある中、厚労省は子宮頸がんワクチンの接種を中止
すべきです。

▼子宮頸がんワクチンの問題点（前号に引き続き）

＊HPVとは、子宮頸がんの原因とされるヒトパピローマウイルスの略

憲法を護る！

傍聴は市民の権利！
市議会の
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◎次回 [よつや薫の市議会報告会 ]は 11月上旬の予定です
テーマ：六ヵ所村、視察報告など　
会場：西宮市男女共同参画センターウェーブ
　　    （阪急西宮北口駅南出口から約 100m プレラにしのみや４F）

▼INFORMATION

世界に誇れる憲法がなぜか、
国内では危機を迎えている。
日米安保、米軍基地、TPP …押

編集
後記

し付けばかりだが、憲法だけを｢押し付け
憲法｣と囃す理不尽。本来｢憲法は、政府
に対する命令｣(D. ラミス ) であり、命令
を発するのはあくまでも国民だ★押し付
けといえばオスプレイも。大阪府の八尾
空港での受け入れなど飛行訓練地域拡大
｢検討｣の中止を求める意見書案が西宮市
議会でもあり私も賛成した。が、わずか
6 人だけの賛成で意見書は出せず★6 月議
会では｢清酒の普及の促進に関する条例｣
が成立したが私は唯一反対した。市民に
努力義務を課している点で、今後他の条
例で波及する悪影響も危惧したからだ★5
月の橋下市長の女性の尊厳を踏みにじる
発言に対して女性議員有志で抗議文。そ
の言動が女性の人権を踏みにじっている
ことに気がつかない人に地方自治体の首
長の資格はないと思う (よつや )

●ベアテの会 10 月 19 日 ( 土 )11:00～12:30
ワークショップ｢憲法を体感する90 分｣
自民改正草案をテキストに現行憲法を実感する
□TEL：070-6926-8832( よつや )

【市民オンブズ西宮 定例会】
■毎月第一金曜 18:30～20:30　
■会場：原則ウェーブ　
□TEL：0798-52-9157( 折口 )

【第 14回いきいきフェスタ 10月12～20日】

●女・女西宮 10 月 19 日 ( 土 )17:00～20:00
女・げんき・ビデオ＆トーク｢福島 六ヶ所 未来
への伝言｣(2013 ／日本／ 105 分 )
■お話 : 八木和美 ( ちょっと待って放射能ガ
レキ･関西ネットワーク )
□ Jojonisinomiya2010@yahoo.co.jp

●現代を問う会 10月 13日 (日 )13:30～16:00
講座｢鵜久森典妙･映像の世界へようこそ　
アトピー･原発にみる環境破壊 !」
■お話 : 鵜久森典妙 (映画プロデューサ )
□TEL：0798-52-9157( 折口 )

全国フェミニスト議員連盟夏合宿 in 神奈川
（2013.8.3　男女共同参画センター横浜フォーラム）

議案第 294号
西宮市議会議員の議員報酬、費用弁
償及び期末手当支給条例の一部を改
正する条例制定の件
□賛成多数で可決
□反対は、無所属 2人（よつや、た
かはし）と共産党のみ
　｢役職報酬加算｣は、議員報酬とは
別に常任委員会の正副委員長に、そ
れぞれ月額 2 万円、5 千円を加算す
るもので、近隣他市（尼崎市、芦屋市、
宝塚市、伊丹市、川西市など）には
ない制度です。西宮市議会だけに役
職加算しなければならない特殊事情
はまったくありません。
　私は、役職加算そのものを廃止す
べきと一貫して主張してきました。
今回はこれまでなかった特別委員会
の正副委員長への報酬加算を新たに
設ける “改正” であり、反対しました。

西宮市の議員報酬削減及び政務活動
費の削減を求める請願
□反対多数で不採択
□賛成は、無所属 4 人（よつや、
たかはし、谷本、岸）と共産党のみ
　西宮市議会議員の報酬、政務活動
費は近隣各市より高いことから ( 表
参照 )、「報酬 1 割削減」「政務活動
費５割削減」を 4534 人の市民の署
名とともに求める請願。
共通番号制度の導入をしないことを
求める意見書の提出に関する請願
□反対多数で不採択
□賛成は、無所属 2 人（よつや、
たかはし）と共産党のみ
　5 月成立の「共通番号法」は、国
民の情報を一括管理して｢社会保障
の充実｣などをうたっていますが、
プライバシー情報の保護は難しく、
アメリカでは共通番号の問題点が指
摘されて分野別番号に変わっていま
す。また、初期費用 2700 億円、ラ
ンニングコスト 1 兆円以上が見込
まれ、一部の IT 産業にのみ利益を
もたらす制度導入に反対する請願。
「原発事故子ども・被災者支援法」
による支援策の早期実施を求める意
見書の提出に関する請願
□全会一致で採択
　一般質問でも取り上げました（表
面参照）。支援法の具体的な施策が
進んでいないことから、迅速な対応
を政府に求める意見書提出の請願。

憲法を護る！

6月議会　議案／請願

〈 以下の請願の紹介議員になりました 〉

議員による議員自身のための
「お手盛りを今後も続けます」
という改正案

議員報酬、政務活動費の削減
反対派が多数

西宮市議会

尼崎市議会

芦屋市議会

宝塚市議会

伊丹市議会

姫路市議会

    

687,000

640,000

560,000

563,000

599,000

685,000

150,000

75,000

70,000

80,000

60,000

85,000

政務活動費議員報酬

※近隣各市議員報酬・政務活動費（月額）

▼シンポジウム｢女性議員が増えれば何がか
わる？｣に参加しました


