元気に！とも子議会ニュース

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！

先」の市場原理にそって、働
く人々を追い詰め 、環境を
壊し、「格差」や「偽装」社会
をもたらしました。
一方で科学技術や電化製

けな い、不安定な 非正規雇

に必要な ものと 、そうでな

この辺で立ち 止ま って真

● 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！

住 基 ネット問 題

い弱 者 の視 点 で行 動 し ま

いっぱい情報提供をおこな

前に実践していきましょう。

「あたり前」のことをあたり

判 決 の実 行 を遅 らせる決 議

月議会では市民不在の

す 。一 緒 に、この箕 面 から

今年も私はみなさんに精

クにかかっています。

すのも、市民の厳しいチェッ

限界があります。これを正

ところに、
今の箕面市議会の

質にせまる議論ができない

利を認め る、市長判断の本

がいいと考える人両方の権

だと いう人、又はこのま ま

民にとって有益なのか。いや

た。住基ネットがそもそも市

議 論 ば かり が 目 立 ち ま し

★中西とも子のお約束★

を数 で押 し切 った自 公 民

るときです。

の住民自治の本領を発揮す

だと 思います。市民が主役

は地域で決める姿勢が大事

に翻弄されず 、地域のこと

地域から発信し、国の動き

をもって暮 らせるため に、

誰もが自分らしく、尊厳

言えるでしょう。

かすことにもつながったと

が、有権者の審判が国を 動

い運動があ ってのことです

支援者のみなさんの粘り強

れたのは、当事者の方々や

肝炎薬害被害者が救済さ

「
市民が主役」
地域から物申す！

箕面から、
悪しき慣習や政治の荒廃を変えよう！
「
安心」
が危ない！
今こそ、必要なものを
見極めよう。
２００８年が明けま した
が、みな さまはお元気にお

出を後押しし、例えば自動

品の発達は、女性の社会進

連日のように株価の下落

車の普及は人々の行動の幅

過ごしでしょうか。
がニュースにな り金融市場

しかしこのような経済効

を広げ経済発展に大きく貢

「年金」「環境」「平和」「医

果や便利な暮らしと引き換

の低迷が、
将来不安をつのら

療」「福祉」・
・
・
どれも暮らし

えに、私たち はかけがえの

献しました。

の大 切 な キ ー ワー ド であ

ないものを失いつつありま

せています。

り、
「安心」の源ですが、
今と

す。失った自然や、
むしばま

用者や失業者のことだと知

いものとを見極めるべきき

換えにするのか。

れた体や心をこれ以上引き

ても危うくなっています。
「プレカリアート」という
聞き な れな いこと ばが、働

ったのは昨年のこと 。「経済

ではないかと思います。

く意欲があるのに仕事につ

優先」
の政策は「効率・
利益優

１２

発 行 ：中 西 とも子 と箕 面 から変 えようネット！
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ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！

無所属 「市民派」

〒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/nakanishi_tomoko/
e-mail: minonet-tomoko@nifty.com

月議会 〝あれもダメ、これも認めん！〟

多数派である自・
公・
民の議員は、
「
市民の願いにどう応える
か」
ではなく、
「市長色の強い方針は認めない」
というような
あいかわらずの対応を続けています。
また自分たちの支持者以外の市民や、
無所属（
市民派）
議員、
共産党議員の提案にはそっぽを向くという頑なな姿勢をとり
続け、
是々非々の議論になりませんでした。
（
以下中西は賛成）

民は「本人はよいが市長の姿

）

教育委員は５名の枠のう
勢が問題」「医者か弁護士が

● 市長の人事案が今回も否決！（ 反対 賛成
市長提案の教育委員は認めない 《自 公 民 》
ち、
現在は２名が欠員。教育
です。今回、
提案された教育

した。 市長を困らせるため

ており、
許せません。

の設置に対するもの。彼らは

たにもかかわらず、決定的

きました。市長批判のネタに

た時でさえ、決算を認定して

理由は「
住基ネット」
の専門員

方は得できません。

しました。自公民の不認定の するための筋の通らぬやり

な問題点がないのに、
不同意

らが修正をかけた予算だっ 過去、数々の不祥事が起こっ

今年度の決算について、
彼

今年度の決算も認めませんでした！なぜ？

●自公民が修正をかけた予算なのに・・・

申し分のない人なのに自公

格、
教育にかける情熱など、 のは、
市民をないがしろにし

に、
箕面の教育を犠牲にする

長も

よい」とかの理由で反対しま

10

月から 空席のま ま

12

委員候補は、キ ャリアや 人

１１

（箕面６丁目 会社員）

＊ 連載 ３ ＊ 市民リレートーク

こんな箕面にしたい！

よく耳にします。もちろん否定は

まちづくり」というスローガンを

「環境を守る」とか「安心・
安全の

副流煙もご勘弁願いたい。生活空間

は安全でなければ困るし、たばこの

チになると思います。例えば食べ物

では、自然との共生も絵に書いたモ

すべてが安全で、ヒトが人らしく暮

しないし、
大いに賛成です。

でも、
「環境」を守る運動をして

偽装問題で何が真実か分かりにく

らせるよう消費者が意思を示さない

事をパクついていたり。（
失礼！）

いご時世。「衣食住」が人に優しいも

いて「マイお箸」を持参している人

「弱者に優しく！」と力説する人

のに整備されるよう国や自治体で何

と生産（
製造）
者は変わらない。

が、
換気の悪い室内で迷惑がる人

らかの仕組みをつくって、
安全に暮ら

でさえ、食品添加物たっぷりの食

を尻目にタバコをプカプカやって

せるようにしてもらいたい。それが

賛成討論をしました。

●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）

僕の願いです。

る光景にも出会います。

昔、
山小屋で「ママレモン」の容

器を見つけたとき と同じくらい
違和感があります。

「環境を守る」っていうのは、そ

れが人の暮らしを安全で住みや

すいものにするからでしょう。人

自身の健康を大事にできないよう

残念！

平和は歴史を正しく次世

代に伝えることで培われま

「沖縄戦」で住民の集団強

となりました。

状を象徴す るよ うな 採択

ねじれた箕面市議会の現

この請願の紹介議員になり

める歴史認識です。中西は

があったことは最高裁も認

られ、そこに日本軍の強制

多数の住民が死に追いや

定制度見直しも必要です。

残念です。国の教育介入＝検

検定撤回を求め ているのに

体や歴史学者らが国に対し

許されま せん。全国の自治

す 。歴史の改ざん は絶対に

制死やスパイ容疑、拷問で

沖縄出身の公明党議員や民主党、教組推薦の議員も反対

撤回を求める市民の請願が否決 《 自 公 民 》

●「沖縄戦」教科書検定

「人に優しい仕組みづくりを！」

１２

数の論理がまかり通る硬直した議会

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ １２月議会報告

発行年月日

大阪府最低賃金

731 円

07 年 10 月 20 日

塗料製造業
産 電気機械器具製造関連産業
業 機械・金属線製品製造関連産業
別
鉄鋼業
最
自動車小売業
低
非鉄金属関連産業
賃
各種商品小売業
金

837 円

07 年 10 月 31 日

794 円

07 年 10 月 31 日

817 円

07 年 11 月 18 日

828 円

07 年 11 月 30 日

800 円

07 年 11 月 30 日

788 円

07 年 11 月 30 日

759 円

07 年 11 月 30 日

812 円

07 年 11 月 30 日

月議会 中西とも子の主張 ■委員会／本会議

＊ 日給制・月給制の場合も換算できます。

●箕面駅前周辺整備の進め方について

時間額

多い。もっと実情に応じた現

守るため の知識を、授業で 底を はかるのか。虐待を 受

子どもたちが暴力から身を

▼ 児童虐待防止策

けた子の心のケア、
親を孤立

者・
市民にどのように周知徹

の「権利」について本人・
保護

たさまざまな行政サービス

家庭の３分の１と厳しく、ま

母子家庭の経済状態は一般

支援策

●以上に対し、前向き な 答

ある。

た実態調査を実施すべきで

▼ ひとり親とくに母子家庭 面市民の母子家庭に密着し

実的な支援を行うために箕

どのようにプログラム化す

させない支援は？

弁が得られました。

るのか。また、
この児童生徒

なりました。

４月から学童保育が延長に

▼ おしらせ

回答を得ました。

や 啓発を要望し、前向き な

取り組みの強化と、
実態調査

敏症の児童生徒に配慮した

シックスクール、
化学物質過

があ っても、時間帯や場所、 ▼ その他（抜粋）

大阪府内で働く人に適用される最低賃金

料金の問題で、
実際にはサー

は、最低賃金には含みません。

▼ 不登校児童 生･徒の支援
再登校・
社会参加へ導くため

また、手当てなどやボーナス、時間外・深夜労働・休日労働に対する賃金

ビスをうけていない家庭が

使用者は労働者に対して下記の金額以上の賃金を払う必要があります。
の居場所や 支援の強化策の

知ってる？
充実・
強化を。

＊ 最低賃金法の違反には罰則があります。

２００８年度から駅前周辺の整備が具体的に進められる
予定です。概算見積もり９億円の工事なので、大切な税金が
活きるようにしてもらいたい、と強く要望しました。

▼ 整備工事と 並行して、商
抜[粋 ]
▼ 箕面の自然を生かして緑 店を含めた街なみや賑わい
べき。そでなければ、単に少

豊かな駅前広場をデザイン づくりを抜本的に検討する
してほしい。

▼ 具体的なデザイン案を事 し綺麗になっただけで、終わ
前に市民に提示して、
なるべ る。
く市民合意が得られるよう ▼ 工事が適正、
公正、
透明性
に進め るべき だ（萱野中央 の高いものにするため に第
ヴ ィソラの歩道橋のよ うに 三者のマネージメントチェッ
出来上がってからでは遅い） クを活用すべきではないか。

● これからの子育ち・子育て支援について
箕面市の次世代育成支援の計画づくりに向けて、質問や

最低賃金の件名

自動車・同附属品製造業

「最低賃金」のはなし
ちょこっと情報

12
要望をおこないました。 抜[粋 ]

詳しくは大阪労働局
06－6949－6502
または中西事務所へ

(＾＾）

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！
１２月議会報告

ＴＯＭＯＫＯ

ＮＥＷＳ！

いんふぉめーしょん

活動日誌・ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ

＊中西とも子の活動報告 （抜粋）
１０月

●２月９日（土） 午後２時～
住基ネット報告会「選択制」はどうなる？
―大阪高裁判決から１年―
場所：市民活動センター（０７２-720-３３８６）
主催：住基ネットを考える会みのお
♪● ３月２日（日）午後２時～
シングルマザー元気♪交流会 保育あり
―本当に必要な支援とは？－ ます！
場所：サンプラザ（文化センター）地階
主催 ： しんぐるまざぁず・ふぉーらむ関西・みのお
＊保育希望の方はご連絡下さい（０９０-６７３４-０６０９/鈴木）

1 日(月)3 日(水)～5 日(金) 本会議
6 日(土) 二中体育祭、北摂市民派議員の会合
7 日(日) 中幼稚園運動会、シングルマザー応援・滝道ハイク
8 日(月) 兵庫・決算勉強会
9 日(火) 財政勉強会、子ども育成推進協議会次世代育成支援対策部会傍聴
10 日(水) まちかどデイハウス訪問
13 日(土) 特認校説明会、箕面健康フェスティバル、平和を考える会
14 日(日) 一中建替え説明会、戦争いらん基地いらん２００７関西のつどい
17 日(水) 防犯大会、
18 日(木)22 日(月)23 日(火)25 日(木)決算委員会
19 日(金) 子ども育成推進協議会・傍聴
20 日(土) ボランティアフェスタ
26 日(金) 会派予算要望打ち合せ
27 日(土) 男女協働参画懇話会、箕面ムービー大賞
28 日(日) ふぇみん箕面支部例会

１１月

中西とも子の
市政報告＆井戸端会議
２月１６日（土）午後２時～
場所：中央生涯学習センター２Ｆ講義室
テーマ：「これからの市営住宅は？」
市政相談のベスト３に入る、公営住宅の問題。な
かなか入居できない市営住宅の整備は今後どう
なる？その他、市政全般について一緒にお話し
ませんか？お気軽にお立ち寄りください（＾＾）

＊収支報告
中 西 とも子
2007 年 10 月～12 月
単位（円）
【収入】
議員報酬

期末手当
合 計
【支出】
所得税
共済組合掛金
議員団費
積立金（会派）
国民年金
国民健康保険
住民税・
固定資産税他
中西拠出金
生活費・
個人活動費
合 計

箕面から変えようネット！
2007 年 10 月～12 月 単位（円）
【収入】

1,7５６,５０0 3 ヶ月分
養護老人ホーム組
合議会議員報酬を
１，６４６，１９０ 含む
３，４０２，６９０
309,512
374,850
9,000
15,000
42,300
156,300

3 ヵ月分
3 ヵ月分
3 ヶ月分
3 ヶ月分
3 ヵ月分
3 ヵ月分

193,100 3 ヵ月分
８00,000 箕面から変えよう
ネット!へ
1,502,628 3 ヵ月分
3,402,690

繰越金
中西議員より
年会費
カンパ・その他

1,484,352
８00,000
１,000
4,572

合計

2,289,924

【支出】
家賃
人件費
光熱費
事務機リース料
通信費
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

240,000
180,750
18,527
69,510
57,259
48,747
51,070
10,715
20,686
13,145
１，579,515

合 計

2,289,924

○●● 編集後記 ●●○
「偽装」事件は今年になっても続々・・・信じるものは救われ
る、いや信じたワタシが愚かだった？ゼニのためなら庶民
も泣かす～♪株価も下がって泣き面にハチ。この腹立たし
さをどこへぶつけるか。くれぐれも矛先を誤らぬよう。（Ｎ）
本紙は再生紙を使用しています

老若男女が元気にパレード

1 日(木)2 日(金) 多治見市会派視察
3 日(土) 「みんなで止めよう憲法改悪」パレード（芦原公園～ヴィソラ）
4 日(日) 定例街宣
5 日(月) 財政勉強会、男女協働参画思索研究会
6 日(火) 北摂市民派議員の会合、交通を考える会
7 日(水) 会派打ち合わせ（予算要望書について）
8 日(木) ボランティア講座
10 日(土) 男女協働参画素案説明会、西谷文和さん講演会
11 日(日) 止々呂美小中一環校・授業参観
少人数で家庭的
13 日(水) 教育委員会・傍聴
な雰囲気でした
15 日(木) 近畿市民派議員交流・学習会 IN 吹田
（＾＾）
16 日(金) 大阪府市議会議長会議員研修会
17 日(土) 箕面市青少年弁論大会、ハートフルみのお、平和を考える会
18 日(日) 市民を議会へバックアップセミナー、箕面から変えようネット会議
19 日(月) 入札関連のマネージメント方式ヒアリング
21 日(水) 財政問題勉強会、会派の予算要望書を市長に提出
22 日(木) 後期高齢者広域議会・傍聴
25 日(日) 平和を考える会、ふぇみん例会
26 日(月) 12 月議会召集告示、各課ヒアリング
27 日(月) 養護老人ホーム組合議会、次世代育成支援部会・傍聴
28 日(火) 議案説明会、市民相談
29 日(水) 議会運営委員会、各課ヒアリング
30 日(木) 永寿園協議会・傍聴、住基ネットを考える会

１２月

４０ｔ以上の
1 日(土) 農業祭、人権フォーラム
ごみが回収さ
2 日(日) 人権フォーラム分科会、バックアップセミナー
れました！
3 日(月) 本会議
5 日(水)６日(木)7 日(金)10 日(月)常任委員会
8 日(土) 箕面山大掃除大作戦
9 日(日) シングルマザー応援・滝道ハイク
10 日(月) 次世代育成部会・傍聴
どうぞよろ
13 日(木) 都市計画審議会・傍聴
しくお願い
14 日(金) 行革推進委員会・傍聴
します！
15 日(土) 桜保育所三者懇談会・傍聴
18 日(火) 男女協働参画懇話会・傍聴、議会運営委員会
20 日(木)21 日(金) 本会議
22 日(土) 定例街宣、市民相談
23 日(日) 教科書検定勉強会
25 日(月) 財政問題勉強会、会派打ち合せ
28 日(金) 財政問題学習会、仕事納め

＊事務局からのお願い＊
『元気に！とも子議会ニュース』へのご意見・ご感想をお寄せく
ださい。また、このニュースをお近くで配っていただける方を募っ
この議会ニュースは再生紙
100％を使用しています。
ています。
●連絡先（事務所）： 電話＆FAX
０７２－７２５－８３５１

