ＴＯＭＯＫＯ
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活動日誌・ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ
ＴＯＭＯＫＯ
ＮＥＷＳ！
２月議会報告
発行日：２００５年４月３０日
山あいの街・箕面を根っこからクリーンにしよう！

なっており︑ 人学級と対置さ
せるのはおかしい︒

●特定の市民グループに利用
されるおそれがあるので不
要︒︵文教常任委員会で︶
︵☆平和の尊さ︑侵略戦争の
愚かさをあらためてかみし

め︑歴史の重みを子どもたち
の未来へと生かしていくため
にも是非実現させたい事業で
した︒︶

公募の

収入役も不同意！

２６名

３月１０日

文教常任委員会

２２名

３月１１日

民生常任委員会

３１名

３月１４日

建設水道常任委員会

２６名

３月１５日

総務常任委員

３月２８・２９日本会議・討論、採決、一般質問採択９０名

２３名

写真

◎修正その２

ごみ処理基本計画見直しの
アンケート調査費を削減︒

● 職員が調査すればよいので
不要︒

︵☆ ごみの現状を抜本的に調

査することは︑減量を進めるた
めに重要です︒今でも時間がな
い︑とごみの分別統計もできて

いない状態︒︶３頁に関連記事

☆議会ウォッチングを
市民の傍聴で議会改革を︒

本会議・代表質問

２月︵
３月︶
議会報告

市の職員出身でないから︑
住友銀行出身だから︑という
理由で 対６で否決︒

みどりの管理計画︵マニュア
ルつくり︶
事業費を削減︒

２月︵３月︶議会も大勢の
市民傍聴がありました︒まだ
の方は是非一度︑来て見て！

◎修正その３

●公園や樹木の管理方針は職員
が作ればよいので不要︒
︵☆ かなりな専門的知識が必

５１名

３月 ８日

〜市長市色長
色
の算強
い認予
算い案は認めないゾ〜
の強
い予
案は
めな

中西は修正案反対

要︒職員ができるものなら︑今
までもやってきたはずだ︒樹木
の管理は緊急課題︒予算がつか

本会議・代表質問

信じられ
な〜い！

☆ 少人数ほど良い教育ができ
るのはさまざまな現場の声や
実践で実証済み︒来年度から府

)

４１名

３月 ７日

自民党同友会︑
民主・
市民クラブ︑
公明党が予算修正案を提出↓可決︒
◎修正その１

人規模学級 ︵特区認定
済み︶
を止め︑
小・
中の生徒
指導員を加配︒

なければ実質たな上げに︒ま
た︑マニュアルができれば議員
の圧力？で﹁この公園整備を先

に﹂という事もかなわない

周年 の平和事業

傍聴者

この議会ニュースは再生紙 100％を使用しています。

(1)

３０

◎修正その４
敗戦後

３１０名

計

合

︻主な理由︼

３８

！！

本会議・施政方針

e‑mail: minonet‑tomoko@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/nakanishi̲tomoko/

１８

２月２３日

中西は２月議会で代表質問しました。

● 現場は 人規模学級では
なく小・中の生徒指導員の方

３５

☆中学の生徒指導員について
費を削減︒
は︑補正予算を検討することに

第１定例会（２月議会）の傍聴者数

★中西とも子のお約束★
が行う 人学級は初年度
人の実施となるため︑特区制度
を用いることは意義がある︒
☆ 人 学 級を求める 決議が
年に全会一致で可決済︒

！？

程

日

日

月

３０

を望んでいる︒
●市長が公約のために現場軽
視で特区申請をおこなったも
ので許せない︒

６０

・ 議会・
行政を厳しく
チェックし、税金の
ムダ使いを許しません！
・ 情報を公開し、市民のみなさんと一緒に
問題解決をはかります！
・ 社会的弱者の立場にたって行動します！
・ 平和・
人権・
民主主義と環境を守ります！
・ 組織にしばられることなく
、自分で考え、
行動します！
３０

９８

３０

発行：
中 西 とも子 と箕 面 か ら変 えよう ネット！

＊第４号

箕面市議会議員
中西とも子
無所属・市民派

元気に！とも子議会ニュース
〒 562‑0001 箕面市箕面 2‑1‑34（ み の おサンプラザ 北向 かい ）TEL/FAX 072‑725‑8351

ＮＥＷＳ！ 活動日誌・ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ
ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ ２月議会報告
ＴＯＭＯＫＯ

年にサンプラザ１号館

﹁箕面都市開発㈱の施設管理について﹂
一般質問しました︒

Ｑ

＊

︱箕面の福祉を考えようー

白書﹂︵
２００３年︶
で明らかにさ

口担当者に聞いてみたが︑
独自

か︒児童扶養手当削減 の年に窓

︵
箕面市︶

れた︒箕面市においても同様で

ではなにも 考えておらず︑
大阪

箕面市における︑母子家庭の現状︒
★ ＮＰＯしんぐるまざぁずふぉーらむ 鈴 木

２００２年国は︑
母子支援の児

あると思う︒収入の低さは不安

府の就労支援事業を提示された

１

童扶養手当を削減した︒
年収１

定な雇用や︑
養育費の不払い︑
な

だけであった ︒

連載

３０万円以下で全額支給 ４万円

ど女性全体の労働の問題にくわ

に設置された携帯中継基地ア

強だが︑
それ以上の収入になる

ま た︑
一部の不正受給者 の例

う駅前第一駐車場 の委託管理

ンテナについて︑安全性の確認

と︑
減額されていく︒
母子世帯数

え て男 性の問 題でもあるのだ

などを紹介され︑
さも削減が正

Ａ
市民への周知について箕面

おこなったのか？

と市民への周知をどのように

は ２００３年 で過去最多の１２

が︑
政府は就労支援を方針であ

第３セクターである同
社の施設管理のあり方と︑
市の対応について質問し
ました︒

都市開発㈱への指導はおこな

２万５０００世帯となったが︑
不

しいかの発言をされていたが ︑

市が箕面都市開発㈱に支払

費６５９０万円のうち︑同社が
っていない︒あらためて調査し

げ な が ら も 依然 として仕事 に

Ｑ
実際に下請けに支払う差額約

況の た め苦し い生活 を余儀 な

だろうか︒最低限度 の生活さえ

たいと考える︒今後市民の健康

ないどころか︑
不況下で増加し

も保障されず︑
子どもを抱えて

母子世帯の平均年収は前回調

ている ︒パート のかけもちや︑

箕面市独自としては ︑
どのよ

︵
次号につづく︶

万減 の２１２万円であ

じている母子家庭が８割を越す

うな施策を考えているのだろう

査比

ことが︑
厚生労働省の﹁
母子家庭

︱︑
８００人の１％分しかない

民
民生
生常
常任
任委
委員
員会
会

たします！︶

詳細については︑別途報告い

使途について追及︵この件の

☆補助金交付の実態と適切な

＋行政＋業者︶の検討を要望

な評価を下す第３者機関︵市民

☆介護サービス事業者に公平

の取り組みなどを参考に箕面
市の前向きな対応を要望︒

☆箕面市の母子福祉の現状を

いというお粗末さ︒就労率が
高いから支援の必要なしとす
る市の見解は無知そのもの︒
☆住民基本台帳の大量閲覧問
質問︒今後の実態に即した積極
的取り組を要望しました︒

たが︑プライバシー保護につ
いて行政の姿勢を追及︒他市

題について追及・・・３月に
名古屋で大量閲覧による母子
家庭を狙った暴行事件があっ
今年度の予算に計上されて
いる母子福祉のための就労支
援策は﹁パソコン講習﹂だけ
です︒しかもこの支援のため
の予算は市内のシングルマザ
ー

だろうかと ︑
疑問である︒

悩んでいるシングルマザーの現

２３００万円の使途が不明で

☆ このアンテナ設置について

内職といった 労働でなんとか生

あ れ か ら 少しは勉強さ れ た の

た結果︑妥当と判断した︒

は︑ほとんどの市民が知らない

る︒これは一般世帯平均の約４

対する不安は︑
解決されてはい

︵ これでは答えになっていない！︶

状態です︒電磁波については学

実をどれだけ︑
認識しているの

くされている︒

きは同社に説明を求め︑適切な

☆ 市は箕面都市開発㈱が安い

説も種々分かれ︑明確に安全と

計を維持していたりする︒

にかかわる問題が発生したと

積算基準により必要経費を

業者に丸投げするのは﹁経営努

は言い切れず︑各地で住民が設

対応を指導したい︒

力の一環で自由﹂と説明してい

置反対をしています︒同ビルは

割である︒﹁
生活が苦しい﹂と感

ある︒説明を求める︒

Ａ
チェックするとともに︑利用料

ます︒これでは︑市民の大切な

箕面市も区分所有しており︑今

金収入の予測につても検討し

税金で第３セクターに大もう

調査と情報の

まで放っておいたというのが

中西は市民オンブズ箕面の

公開︑前向き

けさせるだけとなり︑税金のム

一員としてこの件を正すため

な対応を期対

信じられません︒今後の迅速な

裁判をしています︒今後も︑厳

します︒

ダ使いです︒

しいチェックを続けます︒

１
７

この議会ニュースは再生紙 100％を使用しています。
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ＮＥＷＳ！ 活動日誌・ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ
ＴＯＭＯＫＯ
ＮＥＷＳ！
２月議会報告

問

集
題

☆ 議案提出の理由は？
昨秋からのゴミ袋の一部有
料化について︑納得していな
い市民が多い︒市の説明は不十
分で市民の声をしっかり聞い
て市民・行政が協働で考えた
末の有料化ではなかった︒そ

考えようという意味です︒

☆﹁白紙撤回﹂とは違うの？
条例の﹁白紙﹂とは︑昨秋
以前の状態にまで戻すという
ことであり︑様々な混乱が想
定されるのと︑良い面も振り
出しに戻すことになってしま
います︒請願などの市民の声
を受け止める意味で今回の議
案提案をしました︒

のことは民生常任委員会で中
西が追及し明らかになった︶︒
③徹底した分別と収集を市と
市民協働でおこなうこと
④有料化で得たお金はリサイ

クルや資源化のために使うべ
き︵現状ではし尿処理費など
にも使っている︒職員・市民
が一丸となって減量化に進む
ためにも前向きで合理性のあ

る理念が必要であると︑常任
☆今後の課題は？
委員会で要望しました︶
①数値目標の設定と成果の確
★詳細は中西とも子のホーム
認をきちんとおこなうこと
ページもご覧ください︒
②効率化重視策ではなく︑減
http://homepage3.nifty.com/
量http://homepage3.niftyomoko/
化優先をおこなうこと︵こ
nakanishi_tomoko/

ラスよけネットの無料貸与◎
おむつ専用袋を無料配布◎剪
定枝のリサイクル◎転入者へ
指定袋サンプル等を配布他
●改革後の動きは？

市民参画により﹁ごみゼロプ
ラン﹂策定↓推進のために︑
﹁ごみ減量推進会議﹂発足︒
さらなる減量のための調査や
企画つくりを行政・市民協働で
とりくんでいる︒

ＣＥ！

事務所に寄せられ
た声・
声・
声・
・
・

︵
抜粋︶

◎ 人規模学級がつぶれたのは
信じられない︒反対した元教員の
議員は学校管理職の声を聞くの
ではなく︑保護者や子ども教員の
願いを真剣に考えるべき︒

ＶＯＩ

を要約して掲載いたしました︒

お立寄りただいた皆さまのご意見

★以上︑メールやお便り︑事務所へ

◎ごみの不法投棄 で箕面の山は
ますます汚くなった︒もっと︑実
態調査を︒真剣にごみ問題に取り
組んで欲しい︒
︵Ｓさん︶

◎次元の低い発言や市長批判に
うんざりする︒これぞ︑税金のム
ダ使い︒これではますます政治不
信につながる︒何とかして︒
︵西小路・Ｈさん︶

民はたまったもんじゃない︒
︵会社員・Ｎさん・稲︶
◎生徒指導員は対処療法︑少人数
学級は根本治療と思う︒親として
非常に残念！
︵Ｆさん︶

︵元教員・Ｍさん・箕面︶
◎せっかく 特区申請が認められ
たのに︑議会が否決するなんて︒
箕面の﹁恥﹂を全国にさらした︒
市長と対決する道具にされた市

３０

特 ＊
み
考
のため︑剪定枝や紙おむつの
問題など利用者の声が反映さ
れない制度となった︒
市と市民のねじれた関係を
修復するために︑一旦リセット
しよう︒市民が減量努力をして
も最低限排出される家庭ごみ
は無料にしよう︑そして皆で

①改革導入の手法

が積極的に︒市民も立ち上が
った︒
③改革に伴う配慮
◎減免措置︵生活保護世帯︑
児童扶養手当・母子年金・老

★中西はこの詳細報告を出前
します！︵どこでもＯＫ！

事務所へご連絡ください︶

この議会ニュースは再生紙 100％を使用しています。

(3)

ご
★ 中西とも子は市民元
気クラブ︑無所属クラブ
の議員とともに︑ごみ袋
を一部︑無料化にする議
員提出議案を提案しま
した︒
視察報告会レポート

３ 月５ 日︵箕面サンプラザ︶
中西は報告会＆懇談会をおこ
ないました︒

日野市のごみ減量成功について
去る２月３日︑会派︵市民元
気クラブ︶
の３人で日野市へ視察

社会的手法↓啓蒙活動と合意
形成を重視した︒１年４ヶ月
で６００回以上︑３万人の市
民に説明︵日野市人口約 万

●ごみ減量︑成功の鍵は？

に行きました︒同市はごみの減
量に成功した数少ない自治体で
す︒さまざまなノウハウを学ん
できたので︑その情報を公開し︑

日野市が全庁的に取り組んだ街頭
宣伝（
上）
説明会（
下）

市民のみなさんと一緒にごみ問 人︶ごみ情報誌を全戸配布︒
齢福祉年金受給世帯︶◎まち
題を考えよう！と企画しました︒ ②全庁一丸となった取り組み︒ の分別屋さんの発足◎ボラン
以下に要点を紹介します︒
１５０名のボランティア職員
ティア清掃袋の無料配布◎カ

Ⅰ７

ＴＯＭＯＫＯ

ＮＥＷＳ！ 活動日誌・ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ

＊中西とも子の活動ダイアリー（抜粋）
1月

2月

1月 3日(月)箕面市消防出初式（中小にて）
会派打ち合わせ
1月 4日(火) 市役所仕事始め、会派予算要望書提出
1月 6日(木) 船場繊維組合新年会、商工会議所新年会
1月 7日(金) 「とも子議会ニュース」編集会議
1月 8日(土) 青年商工会議所新年会
箕面非戦のまちづくり講演会
1月 9日(日) 北摂市民派議員学習会
市民オンブズ箕面定例会
1月10日(月)成人祭、ビデオ「歴史の傷跡」上映会準備会
1月12日(水)「とも子議会ニュース」編集会議
1月13日(木)みどりのまち市民会議
1月14日(金)ビデオ上映会準備会
1月15日(土)箕面から変えようネット！事務局会議
1月16日(日)ふぇみん箕面支部新年会
北摂市民ネット会議
1月17日(月)市民の絆会議（箕面市政報告）
1月18日(火)男女協同参画ＤＶ法学習会
1月19日(水)連帯ユニオン議員ネット準備会
茨木市会議員選挙の応援
1月20日(木)市民相談会
1月21日(金)北大阪急行研修会、
1月22日(土)介護保険講習会（東京）
1月23日(日)辻元清美さん講演会、志木市長講演会
1月26日(水)議会だより編集委員会、予算書勉強会
1月27日(木)近畿市民派議員学習交流会（豊中）
1月29日(土)びわの会
中西とも子市政報告会＆新春の集い
1月30日(日)「とも子議会ニュース」発送作業
1月31日(月)箕面駅前ビラまき
箕面市教育委員会懇談会

中 西 とも子 の収 支 報 告
2005 年 1 月〜3 月

合 計

単位（
円） 2005 年 1 月〜3 月

合 計

単位(円)

【収入】
1,830,000 1 月〜3 月分報酬
1,830,000

【支出】
所得税
共済組合掛金
議員団費
積立金（会派）
国民年金
保険料
中西拠出金
個人活動費

3月 1日(火) 市政相談
3月 2日(水) 追加議案説明会
3月 3日(木) 幹事長会議、議会運営委員会
3月 4日(金) 箕面駅前ビラまき
3月 5日(土) 行政視察（日野市）報告会
「ごみ問題を考える」
3月 7日(月) 本会議 代表質問・予算質疑 他
3月 8日(火) 本会議 代表質問
3月 9日(水) 会派ミーティング
3月10日(木)常任委員会（文教）
3月11日(金)常任委員会（民生）
3月12日(土)市民オンブズ箕面・定例会
3月14日(月)常任委員会（建設水道）
3月15日(火)常任委員会（総務）
3月16日(水)幹事長会議
3月18日(金)小学校卒業式
3月19日(土)市政相談
3月20日(日)ふぇみん箕面支部定例会
3月21日(月)箕面から変えようネット！定例情宣
3月22日(火)平和パネル展準備会
3月23日(水)市政相談
3月24日(木)幹事長会議 議会運営委員会
3月27日(日)箕面から変えようネット！事務局会議
3月28日(月)本会議 委員会報告・討論・採決・一般質問
3月29日(火)本会議 一般質問
3月30日(水)都市計画審議会、箕面市教育委員会傍聴
3月31日(木)「とも子議会ニュース」編集会議

箕 面 から変 えようネット！
の収 支 報 告

【収入】
議員報酬

3月

2月 1日(火) 競艇事業説明会
2月 2日(水) 出前市政報告会（今宮）
2月 3日(木) 会派視察 日野市
2月 4日(金) 会派視察 国立市
2月 6日(日) 船場西市民懇談会（萱小コミセン）
2月 7日(月) 都市計画審議会
2月 8日(火) 政策課議案説明
連帯ユニオン議員ネット結成集会
2月 9日(水) ゴミ審議会傍聴
2月10日(木)市民相談
2月11日(金)市民相談
2月12日(土)事務局会議、市民オンブズ箕面定例会
2月13日(日)郵政民営化ＮＯ！市民のつどい（新大阪）
2月14日(月)自治体財政問題フォーラム（大阪弁護士会）
2月15日(火)議員研修「公営競技の将来展望について」
2月16日(水)公文書公開条例説明会
2月19日(土)市民グループ見張番講演会、
北摂市民ネット会議
2月21日(月)幹事長会議、議会運営委員会
2月23日(水)本会議 施政方針・予算案演説
2月24日(木)国民保護法勉強会
2月25日(金)市民相談
2月26日(土)みのおピースウォーク（芦原公園）
2月27日(日)中山千夏講演会（高槻）
2月28日(月)議員研修（救命講習）
箕面市教育委員会懇談会
箕面ピースアクション会議

繰越金
中西議員より
カンパ・その他

18,622
750,000
10,886

合 計
85,800 1 月〜3 月分
237,900 1 月〜3 月分
9,000 3,000 円×3 ヶ月
15,000 5,000 円×3 ヶ月
39,900 13,300 円×3 ヶ月
１
１
９，６０４ 1 月〜3 月分
750,000 1 月〜3 月分
572、796 1 月〜3 月分
1,830,000

＊
事務所からのお願い
事務所を手伝ってくださるボラン
ティアスタッフ募集中！！
電話番・簡単な事務・ニュース
配り・編集作業など・・・お暇
な時間にお手伝いくださいませ

779,508

【支出】
事務所費
人件費
光熱費
備品・
消耗品費
組織活動費

257,300 家賃含む
55,000
27,180
1,804
158,364 通信費・印刷機
レンタル料含む
169,610
20,250
1,107
88,893

ニュース会報費
他団体費
諸経費・雑費
繰越金
合 計

779,508

編集後記
新緑が輝く季節を迎えても、目がしょぼ
しょぼ ・
・
・
あ〜イネ花粉か？と思いきや
眼科医 いわく、超疲れ目＆過労とのこ
と。「歳、考えなあきまへんよ〜」
あ〜皆さんもご注意を。 （Ｎ）
(4)

いんふぉめーしょん
９回目
５月３日
私たちの憲法キャラバン
リレートークで平和の訴え
箕面〜かやの中央〜
千里中央〜ＪＲ吹田〜
大阪城公園＜ピースパレ
ード＞〜ＪＲ大阪駅前

５月３日〜８日
「きて！みて！参加〜
箕面ピースパネル展」
箕面メイプルホール
ロビーにて
市内の平 和 活 動 グルー
プ展示やビデオ上映

６月議会のお知らせ
６月 １
日（月）
６月 ３日（水）
６月 ６日（月）
６月 ７日（火）
６月 ８日（水）
６月 ９日（木）
６月 ２１
日 （火 ）

本会議
常任委員会
常任委員会
常任委員会
常任委員会
同上 予備日
本会議・
討論、
採決,一般質問
６月 ２２日 （水 ） 一般質問

この議会ニュースは再生紙 100％を使用しています。

