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山あいの街・箕面を根っこからクリーンにしよう！

発行：2007 年 10 月

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

＊第 20 号

発 行 ：中 西 とも子 と箕 面 から変 えようネット！

工事名

請負額（円） 契約方法

業者名

落札率（％）

104,637,750 随意契約 大末建設㈱大阪支店

３～８階改修
3～8 階改修に伴う
電気設備

９９．７８

26,040,000 随意契約 ㈱きんでん大阪支社 １００．０

3～8 階改修に伴う
機械設備

東洋熱工業㈱
61,215,000 随意契約 大阪支店

９９．８３

タウンインフォメーショ
ン等設備（地 階）

25,147,500 随意契約 ㈱丹青社 関西支店

９８．６１

79,350,600 指名競争入札 大末建設㈱大阪支店

９７．９７

43,050,000 指名競争入札 ㈱きんでん大阪支社

８５．５０

東洋熱工業㈱
114,450,000 指名競争入札 大阪支店

９６．７９

地階改修
地階改修に伴う
電気設備

81,888,450 指名競争入札 ㈱丹青社 関西支店

９６．０３

3～8 階現場監督委託

6,825,000 随意契約 ㈱新大阪設計事務所

９９．６３

地階現場監督委託

4,725,000 指名競争入札 ㈱新大阪設計事務所

９８．１２

入札の流れ

生涯学習課
工事発注の
主管部署

施工を依頼

建築住宅課
契約検査課
設計書を作成 入札を行う
（設計金額を出す） 業者選定
予定価格決定
工事終了後、検査

契約を依頼

工事完了後、
発注部署
工事設計部署
契約検査課
工事業者らで
チェック

（
次のページに続く）

信じられない落札率！
何故だれも疑問に思わない？

一般的に落札率が９５％を超える
と「談合」の疑いがある、
と言われて
います。
このサンプラザ内の箕面市の施設
となっている文化・
交流センタ ー（
地
階・
３～８階部分）
の改修工事は２００
５年 月～２００７年３月にかけて、
行われました。決算委員会のために
中西が調査したところ、
落札率は上
記の表のように驚くべき数字である
ことが分かりました。このことを関
係課に尋ねても、
誰一人「おかしい」
とは言わず、
むしろ「適切にやってい
るはず」
という答えに再度ビックリ。
また、追加工事費の中には大型テ
レビ購入代も含まれていて、これは
当初の見積もりには無かった物です。
１１

箕面駅前サンプラザ内

地階改修に伴う
機械設備
地階改修に伴う
展示工事

平均

決算委員会（文教）緊急報告！

●文化・交流センター工事費の内訳＜合計 5 億 4732 万 9300 円＞

文化 交
･流センター (地階・３～８階
改修費の 落札率は９７ ３
･％！

〒562-000 1 箕 面 市 箕 面 2-1-34（みのお サンプラザ北 向 い）TEL/FAX 072-725-835 1
http://homepage3.nifty.com/nakanishi_tomoko/
e-mail: minonet-tomoko@nifty.com

信じられん！

★中西とも子のお約束★
● 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！

「安かろう悪かろう」は避け
たいですが、
適正な落札率で工
事契約をおこない、
工事工程を
きちんと チェックしていれば、
貴重な 市の財源はもっと 有効
活用できるはずです。

市長は「しっかり調査して
議会に報告する」と約束。
市長自らが厳しいメスを入れる
ことに期待しますが、
私もさらに
調査を進めます。
また、
適正な業者
への発注が実現するよう「
総合評
価制度」
の導入を求めていきます。

こんな

箕面にしたい！

（
前ページからの続き）

「随意契約」で落札率が上
がるのは納得いかない！

工事施工を主管する部署
と見積もり管理を行う部署
と業者を選定する部署がそ
れぞれ違いま す 。主管部署
に工事に関わる書類一式を
求めても「書庫にあり、
探す
のに時間がかかる」
という有
様。地階工事の落札業者は、
「随意契約」で３～８階の工
事も請け負っていて、
何故か
す べての落札率が上がって
お り（前ページ の一覧表参
照）
とても不自然です。

●高齢者に痛みを強いる新たな公的保険制度

● 連載 ２ ●市民リレートーク

来年の４月から７５歳以上 への加入となります。
（または６５歳以上の一定の障
高齢者に新たな負担が！
方は従来の老人
がいのある）
保健制度が廃止されて、
全員
これまで扶養家族で、保険料
今後は個人
あらたな公的医療保険制度 負担がなかった人も、

「お母さん、山が近い！裏が畑
で家がなくていいね！」これが引
っ越してきた時の娘の第一声でし
た。５年前、
私たちがこの箕面に転
入してきたのは、
特にこの地が気
に入ってということではなかった
のです。でも、住み始め ると山が
真近にあ り、空気はきれいで、夏
は気温が大阪市内よ り数度は低
いと感じるし、
大変気に入ってし
まいました。よそから来たからこ
そ、
この豊かな自然が残る箕面の
良さがよくわかります！
住基ネ ット問題では、個人の選
択性に希望の光が見えてき ま し
た。一人ひとりが大事にされると
いう箕面市の方向をさらに進めて
もらいたいと願います。それぞれ
がありのままに受け入れられ、
陽
気に暮らせること。税金の無駄遣
いは中止する。人間の利益や便利
さのみを追求して自然を破壊しな

い。安全な 食べ物の供給ができ るよ
う、
箕面市内での食料自給力を上げる
ような農業政策も考えて欲しい。
もちろん、
言いたいことだけ言って
そのままにしてゆくつもりではあり
ません。市民の責任は果たします。だ
から小さなことからひとつひとつ皆
で心を合わせて解決してゆきたいと
思っているのです。少子高齢化のなか
で子どもを大事に、
高齢者が安心でき
るまちにしたい。誰もが住みたいと
思う、
人も自然も大事にゆっくり暮ら
せる、
福祉の充実した豊かな箕面にし
てゆきましょう。「生きていて良かっ
たなぁ。生きることって楽しいなぁ。こ
のまちに住んで良かったなぁ」
と。

ましたが、
少数意見は届かず、
府下の市議が集めた請願も棚
上げしたまま。とても閉鎖的
でした。今後、
市民に対する情
報公開や声が届く仕組みを確
立させ、保険料や減免制度の
拡充など改善に向け粘り強く
働きかけていきます。

●皆さまからの投稿を募集しています。
これからの箕面のまちづくりについてご
意見をお寄せください。文体・書式は問
いません。ＦＡＸ・メール・郵送にて受
付ております（「箕面から変えようネッ
ト！」宛。一面をご参照下さい）

単位の加入と な り保険料 低所得の高齢者には厳しい
▼残念ながら自公民の反対で否決【９月議会】 を支払うようになります。 措置で、政府は保険料徴収の
９ヶ月凍結を検討中ですが
有無を言わせぬ非情な制度 単なる経過措置なので、根本
保険料は年金天引きで、 的な解決ではありません。
支払いが滞ると資格証明書
形骸化している広域議会
に切り替えられ、医療費は
また、
広域連合議会を傍聴し
納付するまで全額負担に。

見直しを求める市民の請願に賛 成

O・Ｍさん）

「自然と共生し、福祉の充実を」
（桜井１丁目

本来なら備品購入費として この工事の落札率が５％
補正予算を組む はずで、と 下がれば約２，７００万円
ても不可解です。
浮くことに。
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会派のスタイル
◎個々の独立した無所属市民派議員が協力し、議会活動をおこなう。
互いの意見は尊重する。
◎会派会計は明瞭に、会派活動は市民に公開し・説明責任をはたす。

会派で目指すもの
◎議会改革を進め、市民に身近な分かりやすい議会にする。
◎情報公開・情報提供をさらに進め、市民主体のまちづくりを実現。
◎税金の無駄遣いをなくす。
◎環境を守り、循環型社会を目指す。

● 今年度は・・・
◎中西は、文教常任委員にな
りました。
◎会派を代表して議会運営委
員を担当します。
◎引き続き、豊中市箕面市特
別養護老人ホーム組合議会議
員です。

*議会や各議員・議長宛
の要望や陳情などは
議会事務局へどうぞ。
（直接、議員宛でもＯＫです）
電話 ７２４－６７０５
Ｆax ７２４－１５６８
メール
giji@maple.city.minoh.lg.jp

なぜ、中西は会派に所属するの？
上記の「目指すもの」の実現、とくに「議会改革」は、現状では幹事長
会議（会派代表者の会議）や議会運営委員会などで提案や提言を行
わなければ突破口が開けません。また、これからは「何でも反対」で
はなく「どうすればよいか」を提案していかねばならないと考えま
す。会派に縛られるのではなく、一議員として独立しつつ、志が近い
仲間と協力して情報交換・共有を行い、政策実現に邁進したい、との思
いからです。

●介護保険制度・医療制度「改革」の影響下で

◎介護相談員は個人情報に触
れる機会が多いため 、事業所
の信頼を確保するための支援

認知症対策や心のケアは、

会派のメンバー
牧野直子議員（幹事長）、北川照子議員、前川義人議員、中西とも子

▼国は医療費を削減。国の責任が後退し、都道府県の
役割が強化された。箕面市にできることは？
【９月議会・一般質問ほか】

高齢者が地域で安心して
暮らせるために、
ＮＰＯや市民の力を活かせる
仕組みの整備を。

【 ９月議会】

当事者や家族、
事業者や行政 当事者・家族支援と
を つな ぐコーデ ィネ イタ ー的 支える地域づくりが必要
役 割 が と ても 重 要 と な り ま
厚労省も認知症地域支援体
す 。たと えば、「介護相談員派 制を進めようとしています。
遣事業」を立ち上げたＮＰＯは 地域の社会資源をネットワー
ク化し、
地域資源マップや認知
症対応のマンパワー、
相談体制
の整備など拠点づくりが求め
られています。箕面でもぜひ
実現させたいと考えています。

このように言っています。
◎法的手続きや文書作成、
公的
資金の運用や 諸機関と のネ ッ
トワークなど、
行政のノウハウ
の提供

● ちょっと一言

議員の品格が問われた９月議会。耳を覆いたくなるような
発言続出。エスカレートする流言蜚語・
暴言にうんざりでした。
論戦は歓迎ですが、
人権侵害・
事実無根（
後でご本人に発言の
根拠を求めましたがノーコメントでした）
・
市民運動への冒涜
など、
何でもアリで、
これではご本人が他でよい発言をされて
も霞んでしまうようで、
残念に思います。

１０月から３人で組んでいた「市民元気クラブ」を発展解消して、
あらたに４人で新会派「市民派ネット」として再スタートします。

高齢者が安心して暮らせる仕組みを

９月議会・決算委員会報告

みなさまの声が
まちづくりに
つながります！

ＴＯＭＯＫＯ

ＮＥＷＳ！

いんふぉめーしょん

活動日誌・ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ

みんなで来てね！シ
ャボン玉や「背高女」
さんも参加

●１１月３日（祝土）

改憲とめよう！みんなでピースウォーク

● 男女協働参画条例案について
市民意見（パブリックコメント）を募集
＜11 月 1 日～30 日まで＞

１◎ま

９時３０分～箕面駅
よいルール
１０時～芦原公園（メイプルホール裏）集合
にしましょう
１０時３０分～ピースウォーク（ヴィソラまで）

● 12 月 9 日（日）恒例・滝道ハイク
シングルマザーの居場所・情報交換・子育て支援♪
集合 ： １１時 箕面駅
主催 ： しんぐるまざぁず・ふぉーらむ関西・箕面支部

中 西 とも子
2007 年 7 月～9 月
単位（円）
【収入】

合 計

箕 面 から変 えようネット
2007 年7 月～9 月 単位（円）
【収入】

1,7５６,５０0 3 ヶ月分

共済組合掛金

繰越金

1,475,069
６00,000

養護老人ホーム組

中西議員より

合議会議員報酬を

年会費

4,000

含む

カンパ・その他

１，０２５

合計

１,７５６,５０0

2,080,094

【支出】

【支出】
所得税

66,450 3ヵ月分

家賃

252300 3ヵ月分

人件費

9,000 3ヶ月分

光熱費

16227
19530

議員団費

240,000
181,125

積立金（会派）

15,000 3ヶ月分

事務機リース料

国民年金

42,300 3ヵ月分

通信費

62,567

ニュース会報費

64,532

国民健康保険

155,000 3ヵ月分

会員活動費

住民税・
固定資産税他
中西拠出金

193,100 3ヵ月分
６00,000 箕面から変えよう
ネット!へ

合 計

423,350 3ヵ月分

2,316

備品・消耗品費

3,721

他団体費

2,000

諸経費・雑費
繰越金

生活費・
個人活動費

合 計

3,724
１，484,352
２,080094

1,756,500

泣き寝入はイヤ

●11 月 17 日（土）
ハートフルみのお

コンサート
や模擬店も
あるよ♪

～こころのバリアフリーを考える～
１０時 30 分～15 時

みのお市民活動センター

主催 : 箕面市精神障害者市民地域交流事業実行委員会

＊中西とも子の活動報告 （抜粋）

＊収支報告

議員報酬

応募書類は市役所や各施設、市のホームページに。
問い合わせ ： 072-724-6943（男女協働参画課）

何でも相談やっています

＊夫や恋人の暴力、職場でのハラスメントなど
＊賃金の未払いや雇い止め、突然の解雇など
＊その他なんでも（些細なことでもＯＫです）
＊ 内容によっては専門家につなぎます。
平日 １１：００～１６：００（時間や土日は相談に応じます）
場所 中西とも子事務所（箕面駅前・サンプラザ１号館北向）
お気軽にお越しください。 公務他で外出している場合がありま
すので、事前にご連絡いただければ幸いです。

●連絡先（事務所）： 電話＆FAX ０７２－７２５－８３５１

○●● 編集後記 ●●○
決算委員会を終え、ため息まじりのニュース編集。傍で母
に指摘された。「眉間にシワ寄ってるよ」嗚呼！「アンタと
いたら毎日が面白いわ」先日の台詞が撤回されないよ
う、何があっても「楽しめる」術を身につけなくちゃ。（Ｎ）
本紙は１００％再生紙を使用しています

７月
4 日(水) 住基ネット勉強会
5 日(木) 止々呂美水涸れポンプアップ場ほか見学会
6 日(金) 社会を明るくする運動・登校指導
7 日(土) 事務所会議
雨宮処凛さんの
8 日(日)
介護者フォーラム２００７
講演会は台風に
9 日(月)
びわの会
も関わらず大盛
10 日(火)
教育委員会傍聴
況でした。
14 日(土)15 日(日) ふぇみん泊まってシンポ
25 日(水)
平和を考える会
26 日(木)
後期高齢者医療組合議会・傍聴
27 日(金)
議員研修
31 日(月)
男女協働参画懇話会・傍聴、市民会議（次期総合計画）

８月
1 日(水)
2 日(木)
4 日(土)
5 日(日)
7 日(火)
10 日(金)
16 日(木)
17 日(金)
18 日(土)
19 日(日)
20 日(月)
21 日(火)
24 日(金)
25 日(土)
26 日(日)
27 日(月)
29 日(水)
30 日(木)

交通を考える会
市民の参加が
心の会例会
少なかったのは
住基ネット勉強会
シングルマザー応援・滝道ハイク
少し残念。
特色ある学校づくり発表会
財政問題研究会
兵庫県立粒子線医療センター見学
憲法問題学習会
大阪住基ネット学習会
小野原財産区和解説明会
交通を考える会
大阪医師会と勉強会
全国自治体政策研究交流会議
自治体学会（舞鶴）
定例街宣、事務局会議
入札問題学習会
大阪ごみを考える会学習会
都市計画審議会傍聴、市民部ヒアリング

９月
4 日(火) 本会議
6 日(木)７日(金)文教・民生常任委員会、豊中子ども課ヒアリング
8 日（土）豊中住基ネット学習会、澤地久枝さん講演会
10 日(月)11 日(火) 建設水道・総務常任委員会、平和を考える会
12 日(水) 会派打ち合わせ
14 日(金) 介護サービス評価専門員合議による会議・傍聴
15 日(土) 北小地区敬老会
16 日(日) クリーン作戦、定例街宣
18 日(火) 財政問題勉強会
21 日(金) 瀬川保育所民営化後見学
22 日(土) 中西とも子の政務調査報告（介護者家族の支援策）
24 日(月) 市民派議員決算勉強会（尼崎）
27 日(木)・28 日（金）本会議100％を使用しています。
この議会ニュースは再生紙
30 日(土）ごみ問題学習会

