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久野 須賀子
ひさの すがこ

Profile 大阪市出身 1965年生まれ
大阪府立北野高校、京都府立大学 卒業 ◎パナソニック株式会社入社 半導体部門企画

◎パナソニックグループ労働組合連合会 中央執行委員 を経て
　パナソニック株式会社 IS社にて新規事業のマーケティングを担当
◎〈2019年４月〉 寝屋川市議会議員初当選
　　 　　　　　連合・電機連合・パナソニックグループ労連組織内議員
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随時SNSでも活動を更新しています
是非フォローしてください

寝屋川市議会議員の久野すが子です。日頃より私の活動に対し格別
のご支援ご協力を賜り心より感謝申し上げます。
私は昨年の４月の統一地方選で初当選させていただき、30年間の
企業に勤めた経験と、女性そして生活者の視点から「みんなが主役」の
街づくりねやがわをスローガンにこの１年取り組んでまいりました。
現在は新型コロナウイルス感染症に気を付けながらの「新しい生活様
式」での日常生活が始まったところです。寝屋川市でも引き続き国とも
連携をし、様々な不安への対策を検討しており、まさに私たち議員が市民
一人ひとりにより沿い声を聴くことが強く求められているものと考えており、
今後も緊張感を持って活動に臨んでまいりたいと思います。
引き続き、ご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染対策をしながら新型コロナウイルス感染対策をしながら
少しずつ日常を取り戻していきましょう少しずつ日常を取り戻していきましょう

ホームページを開設しました!!ホームページを開設しました!!ホームページを開設しました!!
パソコンやスマートフォンからでも最新情報をチェックできますので

早速ご確認いただき登録お願いします。

ひさのすがこ

久野
すが子のすが子の

PCサイト

スマートフォンサイト

議員会派

略歴

● 総務都市創造常任委員会
● 予算決常任委員会

● ねやがわ未来議員団

● 議会広報委員会
● 男女共同参画審議委員会委員会

hisano-sugako.comhisano-sugako.com
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久野すが子

◆認定案件：6件
◆報告案件：3件
・平成３０年度寝屋川市一般会計継続費の報告 他

◆議案：27件（内委員会付託２０件）
・令和元年度一般会計補正予算（第３号）

・令和元年度特別会計補正予算…………3件

・監査委員、公平委員会委員、
　固定資産評価審査委員会委員の選任…3件

◆意見書：2件
・教職員定数の改善及び義務教育費国庫
　負担制度拡充を求める意見書（久野すが子原案提案）

・高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見

令和元年 月議会報告999
令和元年9月度 議会（定例会）9月2日～9月24日の23日間 

まちづくりの２軸化構想と駅前施策について

職員の働き方改革について

学校における働き方改革とＩＣＴ活用について

「ひきこもり」支援について 

子どもを守る施策について

夏の熱中症対策について

久野すが子すすすすすすすすすすすすすすすががががががががががががががが子子子子子子子子子子子子子子子久野すが子久野すが子
ひさのひさの

一 旨般 旨旨旨旨旨旨旨旨要質 要問

９月議会　初めての一般質問
（９月）

詳しい質疑のやり取りは
９月の議会レポートにてご確認ください
（スマホで簡単ＱＲコード）
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◆認定案件：1件
・平成３０年度一般会計他の歳入歳出決算

◆議案：20件（内委員会付託19件）
・教育委員会委員の任命…１件

◆意見書：1件
・「あおり運転」に対する
　懲罰化と更なる対策の強化を求める意見書

令和元年 月議会報告12年 月12
令和元年12月度 議会（定例会）12月2日～12月17日の16日間 

ひと中心の魅力あるまちづくりについて

街路樹の在り方について

萱島駅周辺の整備について 

環境活動について ①フードロス ②川のクリーンアップ

働く女性が住み続けたい街について

久野すが子すすすすすすすすすすすすすすすががががががががががががががが子子子子子子子子子子子子子子子久野すが子久野すが子
ひさのひさの

一 旨般 旨旨旨旨旨旨旨旨旨要質 要問

クリーンリバーねや川作戦参加
（11月）
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横浜市のPanasonic網島スマートタウン視察
（11月）

愛媛県松山市役所の視察
（11月）

愛クリーンリバーねや川作戦参加
（11月）

詳しい質疑のやり取りは
12月の議会レポートにてご確認ください
（スマホで簡単ＱＲコード）

市民懇四季の行事：潮干狩り
（6月）

その他 活動トピックス

パナソニック(株)IS社社長との対話
（５月）

その他 活動トピックス

大阪府交通環境を良くする行動（10月）

り 電機連合北河内統一相談会
（７月）

９月議会一相談会 議会にて
（９月）

令和元年度  寝屋川市議会報告 
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▼2019年7月
●電機連合北河内市民相談会（２地区）
●松親会
●連合寝大畷幹事会
●ＰＧＵ地区連地域幹事会
●デバイス総合支部 支部委員会
●Ｐデバイス労組年次大会
●トラック市（寝屋川駅前）
●富士政治大学校受講
●地域盆踊り（１２地区へ参加）

▼8月
●モータ支部年次大会
●コマツユニオン様訪問
●寝屋川駅街頭
●連合寝大畷幹事会
●ＮＰＯ腎臓疾患者協議会と市長へ要望書提出
●デバイス総合支部年次大会
●大阪府交通環境をよくする行動会議
●電機連合北河内市政相談会（1地区）
●ＰＧＵ組織内議員団・ＯＢ夏季懇談会
●連合寝大畷行事（住道：ボウリング大会）
●地域盆踊り（１８地区へ参加）

▼9月
●電機大阪定期大会
●関西電力様来庁
●「技フェスタ」視察
●電機連合北河内市政相談会
●連合北河内幹事会
●市内中学校体育大会（５中、７中 訪問）
●市内小学校運動会（和光小、神田小 訪問）
●地域まつり（２地区へ参加）

▼10月
●スマートシティエキスポ2019京都けいはんな視察
●自治労大阪府本部大会
●市立幼稚園運動会（神田幼稚園訪問）
●町内運動会（御幸東自治会＠五中）
●朝起会（秦公民館）
●デバイス総合支部 支部委員会（西門真）
●連合北河内 定期総会交流会
●大阪府交通環境をよくする行動要望書提出
●コミセンまつり（春秋6ヵ所訪問）

▼11月
●電機連合大阪 労使会議
●PGU北河内議員研修（横浜、綱島スマートタウン）
●PGU議員団研修（琴平・松山）
●自治会清掃、大阪国際会議場団体訪問
●連合寝大畷総会
●クリーンリバー寝屋川作戦（寝屋川清掃）
●富士政治大学校（御殿場）
●電機連合北河内市政相談会
●寝屋川市囲碁将棋まつり（市民会館）
●連合大阪 政策・政治フォーラム
●電機近畿ブロック労連炭素支部三役会（滋賀）

▼12月
●朝起会（秦公民館）
　東北コミセンふれあいフェスタ
●電機大阪議員団懇談会
●連合寝大畷幹事会（住道）
●五中校区フェスタ
●地域もちつき大会（御幸西町）
●電機北河内・労福協懇談会
●大阪府交通環境をよくする行動 回答行動
●連合自治体要求書提出

▼2020年1月
●経産省調査会賀詞交歓会
●北大阪商工会議所新年賀会
●枚方自治労旗開き、JAM旗開き
●松愛会寝屋川支部新年の集い
●消防出初式・成人式
●電機北河内市政相談会（パナソニック LS社）
●電機北河内市政相談会（パナソニック CNS社）
●市立神田幼稚園ありがとうの会
●COP２５報告（京都）
●寝屋川工業会創立３０周年

▼2月
●電機連合大阪議員団会議
●電機連合総会（東京）
●PGU北河内議員団研修（鹿児島）
●PGU地区連報告会
●電機北河内市政相談会（パナソニック IS社）

▼3月
●松愛会寝屋川支部
　せせらぎ公園のつつじの植樹

※以降、コロナ禍により
　活動・行事の中止・延期

＜ 2019年7月 ～ 2020年3月までの主な地域活動 ＞活動・行事の記録活動・行事の記録久野すが子久野すが子久野すが子
ひさのひさの
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久野すが子

◆令和2年度市政運営方針

◆議案：31件（内委員会付託30件）
・教育委員会委員の任命…1件

◆意見書：1件
・中高年のひきこもりに対する
　実効性のある支援を求める意見書

令和2年 月議会報告333
令和2年3月度 議会（定例会）2月25日～3月23日の28日間 

子どもを受動喫煙から守る条約
寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例

令和２年度　当初予算審議

手づくりマスクを市に寄贈
（５月）

その他 活動トピックス

新型コロナウイルス感染症対策へ
要望書提出
（４月）

松愛会寝屋川支部の皆さんがビデオカメラを寄贈
（４月）

松愛会寝市の治水対策値を視察
（２月）

詳しい内容は
3月の議会レポートにてご確認ください
（スマホで簡単ＱＲコード）

久野すが子

① 救助用資材の配備
② 空き家の流通活性化推進
③ 住宅の耐震化率の向上への施策
④ ブロック塀等撤去補助

① 寝屋川方式推進事業
② 中学校屋内運動場エアコン設置
③ 小中一貫校の設置
④ 留守家庭児童会の体制拡充

① 子どもの受動喫煙防止
② 糖尿病性腎症などの重症化予防
③ がん検診の推進・特定健康診断実施
④ 生活保護適正化・自立支援

① 救助用資材の配備
② 空き家の流通活性化推進
③ 住宅の耐震化率の向上への施策
④ ブロック塀等撤去補助

令和２年度　当初予算審

①① 救助
②② 空き

安心・安全な街
③③ 住宅
④④ ブロ

①① 寝屋
②② 中学

安心・安全な街

教育と文化の街
③③ 小中
④④ 留守

①① 子ど
②② 糖尿

③③ 小中教育と文化の街

健全な暮らしの街

しい内容は詳
月の議会レポートにてご確認く3月

③③ 住宅
④④ ブロ

③③ がん
④④ 生活

①① 救助
②② 空き
③③ 住宅

③③ がん健全な暮らしの街

魅力ある

私たちの街

議 スク案 クククットピ

【一般質問で行政に問う！】 



寝屋川公園駅前大規模道路整備の経過について寝屋川公園駅前大規模道路整備の経過について

◆ こどもをいじめから守るための条例
◆ 補正予算　いじめ通報促進チラシ配布
　　　　　　 いじめ被害者弁護士費用等支援事業補助金

◆ ど 守 条例

「いじめゼロ」への新アプローチ「いじめゼロ」への新アプローチ「いじめゼロ」への新アプローチ

ワ ガ ヤ ネ ヤ ガ ワ まちづくり報告まちづくり報告まちづくり報告まちづくり報告まちづくり報告まちづくり報告まちづくり報告

市立神田幼稚園 『ありがとうの会』市立神田幼稚園 『ありがとうの会』
50年続いた公立幼稚園が3月で閉園。
別れを惜しんで、地域の方々、卒園児、マ
マ友同窓会、もと先生等、たくさんの方が
お越しでした。これまで園を支えてこられ
た皆様に感謝。昔は入園申し込みもかな
り並んだとの話をききました。大きな役
割を担ってきた公立幼稚園。少子化、無
償化、こども園化など流れの中で次時代
にバトンを渡します。

12月からメインが温かくなった給食12月からメインが温かくなった給食
現在の給食は、大満足
とはいわないまでも以
前に比べればかなり良
くはなったと思います。
しばらくは様子をみて
いきます。

対馬江大利線（道路）の橋梁工事について対馬江大利線（道路）の橋梁工事について対馬江大利線（道路）の橋梁工事について

「ひきこもり」支援について「ひきこもり」支援について「ひきこもり」支援について
９月議会の一般質問にて、ひきこもり支援について、中核市行政として家族を
含め身近にカウンセリングを受けられる体制の必要性について質問・要望しま
した。相談窓口の広報等での周知に加え、家族向けに「ひきこもり教室」を開
催することになりました。ひきこもり外来などに従事され、ひきこもり当事者や
家族支援に携わる医師をお招きし、対応方法やお悩みについて、一緒に考え
お答えいただきます。

治水対策「高宮ポンプ場整備事業」治水対策「高宮ポンプ場整備事業」
総事業費８９億円（２分の１は国
の社会資本整備交付金）平成２８
年にスタートした本事業。ポンプ
場の整備は、令和３年完成を目標
に進めており、現在は立坑を掘り
続けている状況です。

12月議会
で可決

教育的指導・いじめの予防見守り
「先生にも相談していいよ」

学校

子供（親）

監察課

連携・
役割分担
連携・
役割分担
連携・
役割分担

いじめの初期段階から被害者・加害
者・保護者・教員などに関与し、いじめ
を早期解決「いじめられている」と感
じた時点で動きます。「相談してね。」

◆ 寝屋川市 新型コロナ受診相談センター
専用電話番号 072-829-8455
ファックス 072-838-1152
受付時間 9時00分から17時30分まで（平日）
※休日・時間外では、留守番電話でコールセンターでの対応に
ついてご案内いたします。

◆ 事業助成等の制度のお問い合わせ
持続化給付金（中小企業庁 金融・給付金相談窓口）
TEL : 0570-78-3183

雇用調整助成金（相談コールセンター）
TEL : 0120-60-3999

個人向け緊急小口資金（寝屋川市社会福祉協議会）
TEL : 072-812-2040

新型コロナウイルス対策　新型コロナウイルス対策　新型コロナウイルス対策　建設中

ＪＲ寝屋川公園駅から第二京阪道路への新たな道路建設。昨春、
ＪＲ東寝屋川駅からＪＲ寝屋川公園駅に名称変更したことから
工事名も変わりました。道路開通は令和2年秋、周辺には大阪病
院、ドラッグストア、食料品スーパーの建設開業することが決まり
ました。ＪＲ寝屋川公園駅前のまちづくりにむけて若い世代を呼
び込む新たなスタートです。

いじめは学校現場で繰り返し起こっています。全国的にもなくな
らいというのは学校の責任だけではなく、教育的アプローチだけ
では対応しきれないという仮説をもとに行政的アプローチを導
入。具体的には行政内に監察課を設置し、学校と連携しいじめ問
題の解決を目指します。
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「ひさのすがこ後援会」会員募集「「ひひひささのののすすすすがががこここここ後 会 員員募募募集会会」」会 集会員 集「ひさのすがこ後援会」会員募集

是非皆さまからの
お声をお気軽におきかせください

お申込みやお問い合わせは下記ホームページからお申込みやお問い合わせは下記ホームページから

「みんなが主役」の街づくり

直接、監察課への連絡もOK
（ケースワーカーが対応）

Tel.072-812-2246
kansatsu@city.neyagawa.osaka.jp監察課

新型コロナウイルス感染対策をしながら
少しずつ日常を取り戻していきましょう

ホームページを開設しました!!

京阪寝屋川市駅の下を東西方向にはしる対馬江大利線。拡幅整備に向け、い
よいよ工事が始まります。まずは駅西側の「大利橋」の拡幅工事がスタート（現
在準備中）。駅前の街づくりの軸としてしっかり進めるよう見守っていきます。
工事が始まるとせせらぎ公園や周辺道路の通行が制限されますのでご注意く
ださい。
橋梁工事完了：令和3年春（予定）

久野
すが子の
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会費無料

この会は、「久野すが子」の政
治活動を支援し会員相互の親
睦を図るとともに、市民参加
の市政推進による『みんなが
主役』の街づくり ねやがわを
積極的に進めることを目的と
します。尚、この会は特に会費
を徴収せず寄付金や賛助金を
もってまかないます。

広報
ボランティア
募集中です。

連絡先 TEL：090‒2554‒3185（久野携帯）　Mail：sugako55@yc4.so-net.ne.jp


