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人学級
今年も
ダメ！

こ
<れでいいのか？箕面市議会 >

修正で可決
自公民の

︵自民党・同友会︑民主・市民クラブ︑公明党︶

自公民によるᷝ 市長に対す る

小中学校の
扇風機 も

ダメ！

可決
で

した︒

の市民サービスが削られま

出の修正案が可決され︑数々

かし︑残念なことに自公民提

を決める大切な議会です︒し

２月議会は今年度の予算

イター﹂のわずか６万円も削

減しました︒
﹁環境コーディネ

の水道基本料金の減免﹂も削

ほかを削除し︑
﹁生活保護世帯

のつどい開催費・７８万円﹂

検討費・３２０万円﹂
︑
﹁平和

﹁公共交通を整備するための

これは非常につじつまの合わ

が︑２件も含まれていました︒

らなかった事業予算を削る案

員会ではまったく議論にもな

自公民の修正案には︑
常任委

また︑彼らの修正案で示さ

求めましたが︑一切応えては

い行為といえます︒
この件につ

ない︑議会人としては恥ずかし

き︑中西は本会議上で説明を

視点がありません︒

﹁財政難なのに︑市民サ 除するという徹底ぶりに︑何が
ービスを削らないのは藤 なんでも市長色のある施策・事
沢市政の放漫経営だ﹂と 業は認めない”という執念が表

矛盾だらけの修正案

対

30

いただけませんでした︒

᷷辞職勧告決議᷸

１０

自公民の議員︒
れています︒そこには﹁市民不
彼らは︑修正案で﹁小中学 在﹂で市民の利益を守るという

１４

中西とも子

無所属 ・ 市民派

山あいの街・箕面を根っこからクリーンにしよう！

２００６年度予算案

〒562-0001 箕 面 市 箕 面 2-1-34（みのおサンプラザ北 向 い）TEL/FAX 072- 725-8351
http://homepage3.nifty.com/nakanishi̲tomoko/
e-mail: minonet-tomoko@nifty.com
校の扇風機代・７２万円﹂や

●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！

をカットし︑
行政の責任さ

けに市民向けのサービス

にも及ばないもの︒おま

一般会計予算の０．１％

した議員の提案の内実は

漫経営だ﹂と激しく糾弾

味の削減額︒市長を﹁放

ば︑約３２７０万円が正

７００万円を差し引け

提案された分・約１億２

会で議論されずに唐突に

うち︑さきほどの﹁委員

１億６千万円です︒この

れた予算削減の総額は約

★中 西 とも子 のお約 束

え放棄する内容なのです︒

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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﹁家庭用のものだから意

いて︑自公民の反対理由が

小中学校の扇風機につ

して自ら職を辞さない場合

た市長や特別職︑議員に対

議﹂ と は ︑不 祥 事 を 起こ し

そ も そ も ①﹁ 辞職勧告 決

③﹁ 動 議 ﹂を 出 さ ね ば な ら

混乱もなく進みました︒

理由がないばかりか︑議会の

②しかし︑今回市長には①の

相応の 理由が要るので す ︒

よ ﹂と いう から に は ︑そ れ

選挙で 選んだ市長に﹁辞め

め の 決 議で す ︒ 市 民が 直 接

に︑議会が辞 職を 勧めるた

味がない﹂というものだっ
たので︑
﹁それでは意味の
ある装置の提案をするべ
きではないか？扇風機の
ない学校の子どもは我慢
しろというのか？﹂と質問
しましたが︑答えてもらえ
ませんでした︒また︑財政
悪化の責任を現市長に押
し付けるだけで︑これまで

急性もなく︑公約は４年かけ

ないような一刻を 争そう緊

て意見を求めても無視状

て実現させるもの︒その評価

の開発行政の反省につい
態︒
﹁市長に真摯な答弁を

は市民が行うのです︒

*各議員宛ての

ご意見・ご要望は
議会事務局へ

電話 ７２４−６７０５
Ｆax ７２４−１５６８
メール
giji@maple.city.minoh.lg.jp

求める﹂自公民の方々か
ら︑真摯に対応いただけな
かったのは非常に残念で
す︒

さぁ！！

理由にならない
お粗末な
᷷辞職勧告理由᷸
◆ 市長は公約を守っていない
←←
﹁水緑の開発推進に見られる
ように︑自らの公約を実行にう
つすどころか︑それに全く相反
する施策を講じている︒﹂

何と︑開発推進派の方々から
このような意見が飛び出す
とは意外です︒
議員は自らの政策実現に
向け︑議会活動をおこなうも
の︒もし市長が﹁開発を止め
れば﹂彼らはそれを認めるの
でしょうか？とても矛盾し
た理由です︒
●公約﹁大規模開発に反対
︵水と緑の健康都市開発︶
﹂
について市長の選択は？
﹁前にすすむのも後ろに下
がるのも︑どちらも多額の
お金を必要とする︒どちら
が市民負担を低くおさえら
れるかという観点から︑事
業続行を決断した︒

今後事業主体である大阪府
今ᷝ
何をなすべきか？
と修正の協議を重ねながら︑ 無駄をなくしᷝ
行政・
市民協働で のりきろうᷞ

環境により負荷のかからな

いまちづくりをすすめる﹂

︵以上市長答弁から︶ ◆徹底した税金の無駄使い

︵第一工区︶の大半の山が削

っていて︑すでに開発地域

が急ピッチで進行してしま

議会報酬の見直しをはかる︒

公用車使用の撤廃︒議員の審

出張時のグリーン車や議会用

◎議員の特権を返上しよう！

をなくそう！

られ︑造成地も形成されてい

︵中西の会派視察はグリー

藤沢市長就任時には︑開発

ました︒

ます︒また︑トンネル工事も

乱︑地元の消耗感をともない

に戻すには莫大なお金や混

のに︑今となっては︑元の山

を止めるチャンスがあった

◆﹁情報公開﹂で市民と一

命は合理化より大切です︶

見直し︑労務管理の徹底を︒

善を︒
︵ただし︑過重労働の

◎職員業務の合理化︒体質改

ん︶

ン車・公用車を使用しませ

進み︑開発を止められる状態

緒に考えよう︒

梶田前市長時代には開発

でないことは周知の事実と

はかる︒委託や補助金︑入札

◎徹底した税金の見直しを

きが現実になった以上︑そこ

を徹底チェックする︒

なってしまいました︒まち開

で生活する人の生活基盤は

整備しなくてはなりません︒ ◆市民協働で市民活力を最

大限に生かそう！

人が集まる街︑夢のあるま
残念な思いは残りますが︑
今後は第二工区ほかの開発 ちは活性化します︒今こそ︑
会派の壁を越えて︑行政・市
について再検討を求めてい
民が力を合わせて箕面市の
活性化をはかるべきです︒
きたいと思います︒

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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市長の政治姿勢が悪 議会の最終日にᷝ
自公民
いᷝ
と批判する議員の から突如提案された
対応は？
᷷辞職勧告決議᷸
とは？

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ ２月議会報告

●その他のトピックス
●一般質問︵抜粋︶

事務所に寄せられた
声 声 声・
・
・
︵
抜粋︶

公開しᷝ市民のみ なさんと ま

･
･

＊ 箕面駅前に競艇の舟券売

ちづくりの観点からもしḈか

すᷞ低所得者用の公共住宅を

＊ 母子家庭でᷝ厳しい生活で

り議論する必要がありますᷞ

り場ができると噂されてい

ンプラザが᷷文化᷸をコンセ

ますがᷝ
本当でしḋうか？サ

厳しい財政運営を余儀な

プトにしているのにᷝ
そぐわ

機
᷷ᷫオラーレ᷸ᷬ
の設置を積

自民党議員から舟券の自販

︵中西︶民生常任委員会でᷝ

んど満室で空き家募集が期待

᷷福祉枠᷸がありますがᷝほと

ᷫ中西ᷬ箕面の市営住宅には

至急 と との えて 欲 しい ᷞ
ᷫ桜

条例化をはかろうとするも しなくてはなりません︒補助
のです︒
金の見直しもそのひとつで
この法律については︑日 す︒
﹁箕面まつり﹂の現在の
本弁護士連合会も﹁有事法制 位置づけは﹁商業の活性化﹂

望が出されましたᷞまた周

極的に推進せ よ ᷝとい う要

体や市民が戦争協力に駆り くりの企画・運営の検討を求
出される社会にならないよ めました︒

有するものである︒
﹂と声明 効果が得られるよう︑他市の
のなかで述べています︒自治 例を紹介しながら市民手づ

助金として同所へ１８００

商工会議所から出向︒運営補

在事務局の専従事務局員は

とを知らないためᷝ
事実を

辺の商業者からもᷝ
設置要望

う︑市民の意思表示が必要で

万円を補助している︶

しかしᷝ
大半の市民がこのこ

す︒また何より﹁有事﹂にな ①とくに︑約１５００万円の
らないようアジア諸国との 事務局人件費︵１年分︶の見

②企画・運営に女性や若者の

③寄付金等で収支が黒字にな
っている分を補助金から差し
引く︑などを求めました︒

声が反映される︑普通の市民が
もっと参加できるしくみ

るかᷝ
検討課題ですᷞ

仕事ᷞ予算削減と どう対処す

てい ま すᷞ弱者救済は行政の

切実な問題であると受け止め

活をしている世帯にとḈてはᷝ

生活保護スレスレの厳しい生

できる状態ではありませんᷞ

井ᷝ
新稲ほかᷬ

は︑一般に﹁有事﹂のときの となっています︒これを﹁ま
み作用するものではなく︑ ちづくり・子どもの思い出つ

が議会へ提出されていますᷞ

６・女性︶

﹁平時﹂においても国民の権 くり﹂の視点でとりくむこと
利自由を規制する危険性を で︑限られた予算内で最大の

ない気がしま すᷞ ︵箕面

ます︒各自治体で国民保護計 くされているなかで︑税金の
画をつくることが求められ︑ つかい道も厳しくチェック

国民保護法にもとづいてい

つで２００４年に成立した

補助金の再検討・まちづ
教育委員の選任や国民保護法ᷝ
介護
くりの視点で᷷箕面まつ
保険の改訂ᷝ
障害者自立支援法にかか
り᷸
の見直しをᷞ
わる条例について議論しましたᷞ
←←
市は᷷検討する᷸と
であり︑有事関連法案のひと 見直しを約束！

教育委員が
またも不同意ᷞ
市長の᷷政治姿勢が問
題᷸だから ↓×
国際交流の仕事に携わりな
がら︑国内外で子育てし︑箕
面でも精力的に地域・ＰＴＡ
活動にも参加してきた申し
分のない方でしたが︑残念な
結果に︒ご本人に会うことも
なく﹁市長の姿勢が問題だか

Voice

共存で平和を守る立場を貫 直し︵まつり事務局の常時開
き努力することが大事です︒ 設は近隣市の例がない︒ 現

この議会ニュースは再生紙 100％を使用しています。

(3)

ら﹂と決め付ける自公民の姿
勢こそ︑問題です︒

総動員法﹂ともいうべきもの

これは︑かつての﹁国家

᷷国民保護計画᷸関連の
条例に反対 しましたᷞ
ᷫ箕面市対策本部条例・
同協議会条例ᷬ

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！
２月議会報告
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活動日誌・ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ

いんふぉめーしょん

＊中西とも子の活動報告（抜粋）

５月３日（祝）

１月 6 日（金） 商工会議所新年会
7 日（土）
9 日(月)
12 日（木）
１3 日（金）
14 日(土)
15 日（日）
17 日(火)
18 日(水)

会派ミーティング
近畿市民派議員交流・学習会準備会
心の会・定例会、NPO みどりのまち市民会議
市民相談
市民オンブズ箕面・会議
ふぇみん箕面支部新年会
止々呂美開発・現地視察、府と意見交換会
障害者推進協議会・傍聴、箕面市保健福
祉総合審議会第９回保健福祉計画部会・傍聴
19 日(木) 近畿市民派議員交流・学習会
２０日（金） 箕面市行政評価・改革推進委員会・傍聴
２１日（土） 白井文さん（尼崎市長）講演会
２２日（日） ふぇみん大阪講演会（共謀罪・裁判員制度）
２３日（月） びわの会新年会
２４日（火） アクションネット北摂学習会（国民保護法）
２５日（水） 交通対策委員会・傍聴
２６日（木） 議会だより編集委員会
２７日（金） 男女協働参画懇話会・傍聴
２８日（土） 中西とも子の市政報告会＆懇談のつどい、
箕面から変えようネット新年会
２９日（日） 手をつなぐ親の会創立５０周年記念式典
３０日（土） 議員研修
31 日(日) ふぇみん箕面支部会議
２月 1 日(水) 市民オンブズ箕面、箕面ピースアクション会議
２日（水）３日（木） 議会運営委員会視察
５日（日） 平和の集い（守口）
６日（月） 財務システム説明会
７日（火）８日（水） 会派視察（千代田区役所・衆議院決算
委員会傍聴）
９日（木） 総務・議案説明会、第１０回箕面市保健医療福
祉総合審議会保健計画部会・傍聴、NPO みど
りのまち市民会議
１０日（金） 議員研修、地域対話集会（西南小コミセン）
1２日（日） 景観問題講演会（尾道市・越智征史さん）、
箕面から変えようネット！定例街宣
１５日（水） 大規模地域整備開発特別委員会
１７日（木） 箕面市集中改革プラン説明会
１８日（金） 会派代表質問打合せ
１９日（日） ジェンダー問題ビデオ上映会
２１日（火） アクションネット北摂勉強会
２２日(水) 本会議（施政・予算編成方針演説）
２５日（土） いのちと平和の近畿ネット（講演・分科会）
２６日（日） 国民投票法シンポジウム
３月 2 日（木） 心の会
３日（金） 交通を考える会、「平和市」準備
６日（月）７日（火） 本会議（会派代表質問）
８日（水） 平和条例について（勉強会と意見交換）
９日（木）１０日（金） 常任委員会（文教、民生）
11 日(土) 市民オンブズ箕面
１２日（日） 箕面から変えようネット！定例街宣
１３日（月）１４日（火） 常任委員会（建設水道、総務）
１５日(水) 関大・小川悟先生を偲ぶ会
１６日（木） 男女協働参画懇話会・傍聴
１９日（日） 箕面の山大掃除大作戦、ふぇみん支部例会
２１日（祝） 「平和市」出店
２２日（水） 箕面市行政評価・改革推進委員会・傍聴
２３日（木） 競艇審議会・傍聴
２７日（月） 都市計画審議会
２８日（火）２９日（水） 本会議

みんなで来てね！

●わたしたちの憲法キャラバン
１１時〜 箕面駅、１時〜千里中央、２時半〜江坂
４時〜JR 大阪駅前（大阪府下から集合します）

6 月 18 日（日）

2 時〜4 時半 市民活動センター

●ビデオ「日本国憲法」上映会とパネル懇談会
憲法が変わる？法律ができる！私たちの暮らしはど
うなるの？

主催：箕面ピースアクション

6 月 25 日（日）

2 時〜4 時 サンプラザ

●講演会「役所の不正を追いかけて16年」（仮）
講師：松浦米子さん （市民グループ「見張り番」）
主催：市民オンブズ箕面

＊収支報告
中

西

と

も

子

箕 面 から変 えようネット！
単位（円）

2006 年１月〜３月

2006 年1 月〜3 月 単位（円）

【収入】
議員報酬
合

1,738,500
計

579,500×3ヶ月

1,738,500

【収入】
繰越金

775,300

中西議員より

600,000

【支出】

年会費

１0,000

所得税

カンパ・その他

41,300

共済組合掛金
議員団費

79,020

26,340 円×3ヵ月

226,200

75,400 円×3ヵ月

9,000

3,000 円×3ヶ月

積立金（会派）

15,000

5,000 円×3ヶ月

国民年金

40,740

13,580 円×3ヵ月

保険料

99,178

3 ヶ月分

住民税・

合計

1,426,403

【支出】
家賃・駐車料

0
19,609

固定資産税

94,300

3 ヶ月分

光熱費

中西拠出金

600,000

3 ヶ月分

レンタル料
通信費

生活費・
個人活動費

575,062

3 ヶ月分

1,738,500

＊事務所からのお願い！

46,305
103,228

ニュース会報費

57,856

会員活動費

32,231

備品・消耗品費
合 計

241,500

人件費

他団体費
諸経費・雑費
繰越金

850
42,000
1,781
881,043

『とも子議会ニュース』
を是非お知り合い
にご紹介ください。即、お届けします。

合 計

1,426,403

０７２−７２５−８３５１

○●● 編集後記 ●●○
＊風さそう花を切なく見送ったのはつい先日のこと。若草色の新芽
が顔を出し期待や希望にワクワクするシーズンの到来です。さて今
回もまた、限られた紙面で十分なご報告ができず、申し訳ありませ
ん。書体をやや変更しましたが少しは読み易くなったでしょうか？Ｎ
(4)

この議会ニュースは再生紙 100％を使用しています。

