元気に！とも子議会ニュース

これからのために。厳しい財政状況を乗り切るには

―５つの事業案を取り下げて、予算成立―

今年度の予算は、
当初市長が提案した予算
に対し、
自公民の議員が委員会で主に５項目

（注２）暫定予算とは？
ざんてい

新年度が始まるまでに予算が成立しなければ、「暫定予算」

として一時的なつなぎの予算が編成されます。これは公務員

費にかぎられます。市独自の政策的な住民サービスの事業予

算は計上されないため、深刻な影響が出ます。

箕面市議会議員

中西とも子

山あいの街・箕面を根っこからクリーンにしよう！

（

＊以上前年比

予算案が否決されると上記５項

目以外の防災や耐震化事業、
福

祉や子育て支援事業なども凍結

されて、
市民生活に多大な支障

となるため、
修正案に賛成しま

した。な お、現実離れした理想

論（
止々呂美開発反対なので再

来年開校の小中一貫校の建設関

連予算にも反対）
の共産党修正

案には賛成できませんでした。

自公民が「無駄使い」と反対し

たのは上記の一般会計ばかりで、

前年から予算が増えた特別会計・

企業会計には賛成しています。

不毛な会派至上主義を捨て、
今こ

そ市民協働の礎を！

然のことです。反対する議員はな

に加えるのは大変意義があり、
当

だけです。会計のプロを監査委員

現在の監査委員は弁護士と議員

者の見積もりチェックなどにも

分野のスキルを活かし、
委託業

守りスタ ッフ。または各種専門

知症高齢者の話し相手をする見

実現にむけ、
整備するときです。

に協働・
循環型のまち づくりの

ねることができる。というまさ

けると き がくれば安心して委

貢献し、自分が地域の援助を受

生きがいを感じながら地域に

人材活用は可能です。

下げたのは納得しがたいけれど、

市長がせっかくの当初案を取り

中西は苦渋の選択をした
修正案に賛成

か？と理解に苦しみます。

にか都合が悪いこと でもあ るの

市民の経験を生かし、
自公民が監査委員（行政の 人材活用できる仕組みを
チェック機能）強化策に
作ろう。
反対するのはなぜ？
例えば、ベビーシッタ ーや 認

◎一般財源は前年度より９億円減
◎競艇事業から一般会計へ５億円
◎基金（
貯金）
から４２億円
１中の耐震建て替え、
電算シス
テム構築、
職員の退職手当他
◎市債（
借入金）
が１４億円

◎一般会計 ３８４億円（
１％減）
◎特別会計１２５３億円（
２４％増）
◎企業会計 １６７億円（
７％増）

今年度予算のおもな特徴

行政と議会はもっとシビアに。

一般会計予算 384 億円
前年比
1.0％減額

本年度も、当初予算案に「待った」

につき（ ）
反対。やむを得ず市長がこれら
予算が成立しなければ「暫定予算」（ ）
と

（注１）市長が取り下げた予算（＝自公民が反対した予算）

影響を及ぼすとの判断からです。
の人件費や当面の事務経費などの固定的な必要最小限の経

なり、
大切な事業予算が組めず、
市民生活に

注２

の事業を取り下げ、
修正案が可決しました。

注１

小中学校の扇風機（９４万円）
３０人学級の検討会（９万円）
燃えないごみ専用袋（１枚）無料配布（５７０万円）
生ゴミ堆肥化処理機の購入補助（２５０万円）
監査委員の増員（行政のチェック機能強化）（１１９万円）
●
●
●
●
●
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皆さんの中で、
生活していく上でど
うしても出る「燃えないごみの袋」を、
各世帯１枚の無料配布に反対の方はい
らっしゃいますか？自公民の議員は、
次の４つの理由で無料配布する必要が
ないと、
委員会で反対されました。
①何故１枚なのか？②財政難の折、
するべきでない③家族数に応じた枚
数でなく、
不公平④取扱店の手間にな
る、
ということでした。
不備はあるかもしれませんが、
それ
で反対する理由に成るでしょうか？
①について、
市によると、
３年間で１
世帯平均約３枚の使用。しかし、
５枚セ
ットで売っているので、
それより使用は
少ない。市民元気クラブ議員の試算で
は、
燃えないごみは１年間一人当たり
、
１世帯平均 人として１世帯
。 ㍑の燃えないごみ袋は７～
８ 入り、
一世帯年間１袋から２袋の
使用になる。
また市の説明では、
一定
2.5

市民に痛みを求める前に議員自らが襟を正すべき

下されました）
委員の報酬月額、

会派推薦しましたが、
多数決で却

農業に精通した学識経験者を

議員を推薦しています。中西は

する」という趣旨なのに議員が

来は「議員が学識経験者を推薦

す。また、
農業委員の議員は（
本

ら 、この報 酬 を 見直 す べき で

に公立学校の扇風機を削るな

額４３２万円。「財政難」を理由

千円が支払われています。年総

も委員には毎月、報酬＠１万８

です。審議会が行なわれなくて

議員特権の見直しを急げ！
議会改革は議員が自ら
行なうもの。改善できる
ものはいっぱいある！
●行政視察時のグリーン車利用
の廃止。タクシー・公用車送迎の
廃止。
（各自公共交通を利用）

●市議会で保有している公用
車の見直し。（議長の送迎、議
員の出張に運転手付き高級公
用車は必要ありません。昨今
は他市でも「お客様用」
の車も

あり、
議員報酬の二重取りです。

平均で約＠３万７千円は高額で

●審議会委員等の議員報酬の

中西はこれらの見直しに全力

軽自動車かバンが当たり前）

見直し。例えば競艇審議会委

で取り組む決意です。

２０

円）
を受けながら、
その額を上

枠を無料にすると、
その範囲で市民が
努力し、減量効果が上がるということ
でした。その通りだと思います。他に、
燃えるごみ袋に、
燃えないごみの混入
があり、ゴミ収集車が燃えるなどした
こと があ ったそうです。無料配布があ
れば、
混入は起こらなかったでしょう。
②ごみ有料化の目的は、
ごみ減量であっ
て、
それで市の収入を確保するのが目的
ではない。③燃えるごみは世帯数で大
きく左右されるが、
燃えないごみは、
世
帯人数にはあまり左右されない。④燃
えるごみ袋と同時に、
一律燃えないご
み袋を１枚渡すのが、
取扱店の負担にな
るとは思えない。
金額にして僅か一世帯１００円です
が、市の施策として一歩前進だと思い
ます。しかし、
この為に１年間の予算全
部を、自公民に否決されたのでは大変
な ので、市は、この案を 取り下げま し
た。
残念です。
（
粟生外院・
女性）

天する事実が明らかになりま

どを含む周辺整備の計画案（素

駅前の公共トイレや駐輪場な

クショップ・
懇話会の意見を反映さ

ます。６００万円をつぎ込み（
ワー

コメント

ク を募集中
まで
市民の意見【 パブ リ ッ】

した。中西がこの問題を追及し

ま わる貯金があ る、と いう仰
お祭りの事務局が１年中ある

続けた結果、
今回の予算で、抜

一般質問等で追及した経緯があり

不透明性について中西は委員会・

きる事業にすべきです。
計画案は

ょう。なお、
この整備には約７億３
千万円が必要とのこと。税金が生

来栄えをしっかりチェックしまし

せて）
作成したという計画案の出

ことや、
そのための人件費１千８

本的な見直しを段階的に行な

ていきます。

これからも、
しっかり見届け

００万円（ボ ーナスや退職金用

出てこなかったプール金の存在

い。また、
繰越金やこれまで表に

案）
ができあがりました。
この案をまとめるための委託
先を決めるプロポーザルコンペの

５／

が発覚し、市の補助金（３千万 ６００万円かけた箕面駅周辺の整備計画（素案）が完成。
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うことが確認されました。

１１

員（
現在２０名）
は全員が議員

補助金事業なのに、６割が人件費・繰越金＋プール金まで

燃えない「ゴミ袋の無料化」

積み立金まである）
のはおかし

箕面まつり補助金、見直しへ
３千万円→２５００万円
に減額。
事務局人件費のあり方を
見直し、商工会議所経由
のお金の流れを改善。

傍聴レポート
幻に終
わった

議会報告
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市のホ―ムページや施設、
行政資
内容等のご質問は既成市街地活
料コーナーにあります。また、
中 性化担当まで、お気軽にどうぞ。
。
西
の事務所にも置いています。
電話０７２・７２４・６９０５

保護者も現場の教員も知らなかった？

市民が署名を集めて市に「条例制定」を求めました。

「
平和のまち条例」
に市長は賛成、議会はＮＯ

新聞紙上でも取上げられ全国 否決。条例の趣旨「地域から非戦
的に注目をあびた平和条例は、 のまちづくりをおこなう」を歪曲
市民が直接請求をおこなった画 し、反対のための解釈論で、
「でき
期的なものでした。
ない」と決め付け、日米の安全保

な い」と 答弁した市教委は、の

は共産党議員の質問に「問題は

るこの調査について、
２月議会で

傷つける内容が含ま れ ていま

質問など、
プライバシーや心を

項目や自宅の書籍数についての

に朝食、夕食をと るか」な ど の

運動会に来るか」
「家の人と一緒

民からの要望書が出ていました

聴しましたが、
この調査の件で市

質問では「家の人は授業参観や

ちの市民の追及に対して「問題
す。またこの調査はベネ ッセな

が、
突っ込んだ議論はありません

日に全国で実施され

が あ った 」と 前 言 を 翻 し ま し

ど民間会社に丸投げ。本人に返

でした。さらに、
今年度予算で扇

４月

市は平和を維持し、
市民の生 障の問題を論ずるような突っ込ん
命財産を守るのは自治体の責務 だ議論にもならず、残念でした。
であると賛成意見を付けて議会 しかし市民の平和への強い思いは
に提案しましたが、
市民派・
無所 議会史に刻まれました。その重み
で を受け止めまた再起動します。

小６、
中３の児童・
生徒を対象

却されることから、
個人情報が

４月

日の教育委員会議を傍

家による検討会を立ち上げま

システム・行政事務の各専門

場合の対応について、法律・

て正式にコメントができな い

まとまるまでの間は、
市とし

けて内部で協議中です。
結論が

した。現在、
市はその答申をう

問ひとつなく、
ガッカリでした。

した。今年の３月末にその答

と 回答した模様です。市の方

ので、「現段階ではでき な い」

７２４－６７０５
７２４－１５６８
メール
giji@maple.city.minoh.lg.jp
申があり、
「住民票コードの削

電話
Ｆax

属の議員以外が反対し、６対

に国語、
算数・
数学の「知識」「活

教育委員会の反応は？

用」に関する出題と 、生活習慣

漏れる危険性もあります。学校 風機や少人数学級の検討委員が否
間の序列化も懸念されており、 決された報告の件についても質

た。

や学習環境などについての質問

新聞報道で住基コー
Ｑ 先日、
ド の削 除 を 求 め た 市民に対
し、
市は「できない」と回答し
ていました。
方針が変わったの
ですか？ （
桜井・
介護職員）

（直接でもＯＫ）

針が変わったわけではないの

これからの箕面を
いっしょに考えよう！

●箕面市立病院の独立行
政法人化について

箕面市は市立病院の経営形態に

ついて「独立行政法人化」
の方向性

を検討しています。これは市民の

医療にかかわ る重要な こと な の

で、
幅広く全市的な議論が必要で

す。おもな理由は医師、看護士を

はじめとする医療スタッフの柔軟

な採用のため 、としています。次

号ではこの件を 掘り下げて報告

し、
みなさんのご意見をいただき

たいと思います。

その他、
この『
元気に！とも子議

会ニュース』
１８号に関する感想や

その他のご意見もお願いします。

ください。

要望や陳情などは
議会事務局経由でどうぞ。

で、
もう少しお待ちください。

思われますか？
ご意見をお寄せ

１０

Ａ 市は昨年の大阪高裁判決 除を希望する市民は削除がで
を支持して、
原告住民の削除・ きる」という「選択制」が可
原告以外の住民が削除を求めた 能だという内容が示されま

皆さんはどう

１６

保護者・
現場への説明は不十分。

事務所に寄せられた
声･声･声・・・
（抜粋）

紙調査がおこなわれます。
この

Voice

*各議員・議長宛の

２４

全国学力・学習状況調査の
ここが問題だ！

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！
議会報告

ＴＯＭＯＫＯ

ＮＥＷＳ！

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）
1月

5 月３日（木）憲法キャラバン（箕面駅～）
5 月 13 日（日）午後 3 時～
「政務調査費」について
講師：丸尾 牧さん（兵庫県会議員）
主催：市民オンブズ箕面
場所：サンプラザ地階

５月１９日（土）午後２時～
中西とも子とまちづくりを考えよう！
場所：サンプラザ４階 会議室

5 月 25 日（金）午後 7 時～
みのお９条の会 講演の夕べ
講師：品川 正治さん（経済同友会終身幹事）
主催：みのお 9 条の会
場所：メイプルホール

5 月 26 日（土）午後１時 30 分～
住基ネット講演会

３日(水)
４日(木)
７日(日)
８日(月)
９日(火)
１０日(水)
１１日(木)
１４日(日)
１５日(月)
１６日(火)
１７日(水)
１８日(木)
１９日(金)
２０日(土)
２１日(日)
２２日(月)
２５日(木)
２６日(金)
２７日(土)
２８日(日)
３０日(火)
３１日(水)

各種委員会や
出初式
仕事はじめ
懇話会を傍聴
事務局会議
しています！
成人祭
NPO 交通を考える会
長岡京市長選挙の応援、行革ヒアリング
１２日(金) 会派行政視察
事務局会議、住基ネットを考える会（準）会議
交通対策特別委員会ヒアリング
議会改革に
議員研修
ついて学び
税金に関するヒアリング
ました！
近畿市民派議員交流・学習会IN 高砂
交通対策特別委員会、現地視察
会派公開学習会「本当の行政改革とは」
ふぇみん池田箕面支部例会、住基ネットを考える会（準）
民生常任委員会視察、男女協働参画施策研究会
保険医療福祉総合審議会「第６回障害者長期計画部会」傍聴
個人情報保護制度運営審議会・傍聴
住基ネット講演会、豊中・山本健治講演会
ふぇみん大阪新年会、平和のまち条例をつくる会
第２回箕面市男女協働参画懇話会・傍聴
住基ネットシステム検討専門員合議、都市計画審議会・傍聴

２月

1 日(木) 吹田市役所・すいすいバス視察
３日(土) 箕面から変えようネット！総会
公共交通の
４日(日) 平和条例学習会
問題を勉強
５日(月) 当初予算説明会
しています
６日(火) 都市景観説明会
７日(水) 箕面駅前周辺整備方針検討会・傍聴
８日(木) 連帯議員ネット総会
箕 面 から変 えようネット！！！９日(金) 大規模開発特別委員会・傍聴、現地視察
中 西 とも子
１０日(土) 橋本康介さん出版記念会
2007 年1 月～3 月
2007 年 1 月～3 月
１３日(火) 議案送付
単位（円）
単位（円）
１４日(水) 市立病院独立行政法人化説明会
【収入】
【収入】
１５日(木) 豊中市箕面市特別擁護老人ホーム組合議会
繰越金
１，3７０,６２３
１７日(土) 住基ネットを考える会、箕面市青少年健全育成市民大会
議員報酬
1,738,500 3 ヶ月分
６00,000
１８日(日) 絵画展、ふぇみん定例会、平和条例を考える会
養護老人ホーム 中西議員より
１８,000
１９日(月) 男女協働参画施策研究会
１8，０００ 組合議会議員報 年会費
カンパ・その他
17，２５８
ＤＶ問題に
２０日(火) 本会議（施政・予算編成方針）
１ 酬を含む
２１日(水) 民生関連議案説明会
もとり組んで
合 計
1,846,500
合計
2,0０５，８８１
２２日(木) 住基ネット専門員検討会、議案説明
います
【支出】
２３日(金) 民生関連ヒアリング
【支出】
所得税
７，０６２０ 3ヵ月分
２４日(土) DV 問題講演会、平和条例をつくる会
家賃
24０，００0
共済組合掛金
２２６，２００ 3ヵ月分
２５日(日) 東アジアの次世代教育を考えるシンポジウム
人件費
２０１，２５０
議員団費
９，０００ 3ヶ月分
２６日(月) 生ゴミぐるぐる総会
光熱費
２４，５２９
積立金（会派）
１５，０００ 3ヶ月分
２７日(火) 北小・上田正樹さん練習参観
事務機リース料
1９,５３０
国民年金
41,580 3ヵ月分
２８日(水) 箕面市保健医療福祉総合審議会・膨張
通信費
６０，４６９

講師：上原公子さん（元国立市長）他
主催＆場所：大阪弁護士会

＊収支報告

保険料
住民税・
固定資産税他
中西拠出金
生活費・
個人活動費
合 計

２４３，７００ 3ヵ月分

１４３，２００ 3ヵ月分
６00,000 箕面から変えよ
うネット!へ
４９７，２００
3ヵ月分
１,846,500

ニュース会報費
会員活動費
備品・消耗品費
他団体費
諸経費・雑費
繰越金
合

計

５３，０94
４６，２１０
５，３２３
１８，６００
１，０８３
１，３３５，７９３
２，００５，８８１

○●● 編集後記 ●●○
＊改憲のための国民投票法案が衆院で強行可決されまし
た。なりふりかまわず数のチカラで押し切る露骨さは、この
国の民主主義の危うさを物語っています。＊国会議員を支
えているのは地方議員。ならば統一地方選挙はまさに国政
を左右する選挙でもあるのです＊今号から少しデザインフ(4)
ォーマットを変えました。お気づきだったでしょうか？ （N）

３月
１日(木)
心の会例会
２日(金) 本会議（代表質問、平和条例・提出市民意見陳述）
３日(土) 「１．２７住基ネット講演会」DVD 上映会
５日(月) 本会議（代表質問）
６日(火) 資源循環（市民）モニター報告会
７日(水)～12 日（月） 常任委員会
１１日(日) 高齢者虐待シンポジウム
１３日(火) 不登校など教育課題のある子どもの居場所を考える会
１５日(木) 競艇・梅田ボートピア開設視察・記念式典
１７日(金) 市民選抜美術展 表彰式
１８日(土) 箕面市芸術祭
今年は
２１日(水) 平和市
楽なコース
２５日(日) 箕面の山大掃除大作戦
でした♪
２６日(月)～２７日(火） 本会議
２８日(水) 住基ネットを考える会
この議会ニュースは再生紙
100％を使用しています。
２９日(木) 社会教育委員会・傍聴、箕面まちなみパネル展見学
３０日(金) 住基ネットを考える会

