元気に！とも子議会ニュース

発 行 ：中 西 とも子 と箕 面 から変 えようネット！
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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！

２００８年度も、緊縮予算が成立。

〒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

厳しい財政のツケを弱者にまわさないために

また「国が決めたことだか
ら」と 諦め ず、地方に与えら
れた権限を活用して、
住民本
位のまちづくりを進めます。

★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！

中西は、
２月議会の予算
審 査 で、補 助金 のあ り方
（２・
３頁に掲載）
や子育て
支援に取り組みました。
法律に理念や目的があ
るように、事業も目的に沿
った効果の検証が必要で
す。例年やっているから、
とか一律何％カットした
から、という理由ではな
く、本当に欠かせないもの
か、削ってよいものかを吟
味しなければなりません。

有無を言わせず、
老人保険制

でき ます 。しかし、当事者に

護の軽減を図った点では評価

介護の社会化を促し、在宅介

は様々な課題はありますが、

たと えば「介護保険制度」

直しを訴え続けてきました。

療制度について、これまで見

たこの新たな高齢者専用の医

診」結果でペナルティを課す、

で保険料から徴収し、
「特定検

役世代からも支援金という形

が届きにくい●財源として現

で運営されるため 、住民の声

げ●「広域連合」
という枠組み

ぎれば保険料は２年毎に値上

の他にも●経過措置期間が過

ません。年金天引きや資格証

ず、絶対に認めることができ

法の理念も手法も納得がいか

度を廃止し、「医療費削減」の

など問題だらけの制度です。

歳で線引き をし

ために考案されたこの制度は

中西は

弱者に痛みを強いる前
高齢者の尊厳と命をないがしろにする悪法
に無駄やバランスを欠
いた事業がないか、 後期高齢者医療制度の撤廃を！
を重点的に検証

しかし、議員は、常に行
政を厳しくチェックする
視点を持ち続けなければ
なりません。

無駄遣いをなくし、市民の力が活かせる仕組みづくりを
厳しい財政のため、
安全対策、子育て支援と
市民力を育てることに
力を注いだ予算案。
限りある財源と将来にツ
ケを残さないために、
何かを
我慢し、
苦渋の選択をしなけ
ればなりません。
中西は、①生ご み の堆肥
化や自然エネルギ ーの活用
など環境への取り組み②耐
震化に向けた安全対策やバ
リアフリー化③学童保育の
延長、休日保育（桜保育所）
な ど の子育て支援④「市民
会議」や 「協働フロンティア
事業」な ど の市民の力を 活
かす協働事業な ど 、市の目
指す方向性に一定の評価を
して、
予算に賛成しました。

７５

発行：2008 年４月
２月議会報告
ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！

無所属 「市民派」

●就園奨励費補助金（国・市の助成）

23

2,766,200
Ｃ１

３６０万円以下

93

8,517,400
Ｃ２

６８０万円以下

789

54,759,400
1,006

81,375,800

●保護者補助金（箕面市独自の助成）

3,249,900
２９０万円以下

16

1,182,400

Ｃ１

３６０万円以下

69

5,496,900

Ｃ２

６８０万円以下

563

58,935,200

D＊

６８０万円以上

575

69,000,000

1,301

137,864,400

＊ 市民リレートーク

（箕面市在住 元教員）

ました。様々な事情で学校に行け

先日テレビを見ていて私は思い

校教育が時代に合わなくなったこと

不登校は見方を変えれば従来型の学

きていると言って良いかもしれませ

から生じた歪みの顕れと言うことも

不登校の子どもが年々増えてい

ん。これからは創造的な能力がより

なくなった中学生を支援する貝塚

ます。今の学校制度では長期欠席

重視されると言われていますが、ど

できるし、
不登校の子らへの支援も新

した後で再び学校に戻るのはなか

んな子もそれぞれの個性に合った場

市の取り組み を 追った番組でし

なか難しく、そのまま引きこもっ

所で安心して多様な学び方ができる

しい形の学び方として必要になって

て行き場を失う子も少なくあり

ことは、
そういった意味からも大切だ

た。

ません。

も窮屈な学校生活を余儀なくさ

教育を期待し、
全国から人が集まって

自然豊かな箕面で、
充実した楽しい

と思います。

れています。一旦枠組みから外れ

来る ・・・

一方で、
学校に通う子どもたち

るとその後の進路の選択に大変困

そんな箕面になったらいいな！

不登校数は全国で１２万７
千人と言われています。中学
生は進路のこと もあ り、学力
保障や受験指導、また中学卒
業後の支援体制など課題は山
積みなのに体制は不十分。詳
細は別号にてご報告します。

● その他
不登校支援について

●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、５００字程度
でご意見をお寄せください。ＦＡＸ・メール・
郵送にてお願いします（
「箕面から変えようネ
ット！」宛。連絡先は一面をご参照下さい）

るため辛抱しているわけです。世

の中はますますストレスだらけ。

いじめも至る所で蔓延していて

誰もがいつ不登校になってもなん
ら不思議ではありません。

事業は現状ではな じまな
いと思います。
元々、 年度廃止の予定
が、自公民の修正案で復活
させた事業。予算は他の教
育事業にまわすべきです。

） ００万円は必要？
青年海外体験交流事業 （ハット市６

参加費１８万円が用意できる子どもに限定

こんな箕面にしたい！

中学生で海外体験ができ
るのは素適な こと ですが、
１５人限定で、
参加費が１８
万円必要。しかも帰国後、
本
人家族と教育委員会だけで
報告会を実施しているこの

05

●予算審査の報告（抜粋）

ゼロ

「不登校の子ども０を目指す箕面に」

私立幼稚園保護者への助成のあり方に疑問。

２９０万円以下

すが、
低所得者と「同額の助
成」
が平等という考え方は
説得力があ りません。今年
度の予算では年収６８０万
円以上の保護者へ６９００万
円 の支 給 を 見 込 ん でいま
す。上限がないため、
年収が
１億円以上あっても１２万円
が補助されます。私は厳し
い財政なので、
高額所得者へ
の助成は見直し、
他の子育て
支援策に充てるよう要望し
ました。

Ｂ

計

78
Ａ

金額（円）
人数（人）
年収
区分

15,332,800

私立幼稚園の補助金は、
国・
市が行う「就園奨励費補
助金」と、
箕面市独自で支給
する「保護者助成金」
、
２歳児
未満に一律支給する大阪府
の補助金があります。
箕面市独自の補助金は、
別
表のように高額所得者に手
厚くなっています。箕面市は
国の助成が少ない所得者層
に多く補助す ること で「平
等にする」
と説明していま

Ｂ

計

101
Ａ

金額（円）
人数（人）
年収
区分

＊ 連載 ４

高額所得者に手厚い箕面市？

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ ２月議会報告

● 一般質問

「
箕面まつり」
の方向性を問う

給料

5,699,688
臨時給料

1,483,755
手当

3,691,929
福利厚生費

1,360,083
494,403
退職給与引当金

件費については、事務局員と
して商工会議所からの出向を
廃止して見直す、と いうもの
でした。

め き 広場の出展数を制限
しなければならいことに。
出店料値上げは、
参加者の
高負担になること、
高売り
上げが期待でき るものし
か出店でき な く な ってし
まうことな ど問題がある
た め 、見直し を 求め ま し
た。

まつりは最高の環境教
育の場。食器類はリサ
イクルトレー使用を条
件にしてほしい！

中西とも子と箕面から変えようネット！
―総会と講演会の報告―

「
民間委託の裏側を考えよう！公契約条
例について」 講演 在間秀和さん 弁(護士）

財政難のおり、市役所で
も業務の民間委託が進ん
でいます。
「安かろう・悪
かろう」
「官製ワーキング
プアを生まないために」委
託のあり方を考えました。

格差社会の是正と

公正な社会の実現を！

市民にとって、税金が有

効に使われ、少ないお金で

最大のサービスを得たい

と思うのは当然のこと。で

も、その裏で価格競争とな

って仕事を請け負い、働く

という現状があります。弱
肉強食社会へ突き進まな
いために、
「公」が率先し
て公正な社会の実現に向
けて努力すべき、と在間弁
護士は指摘。キーワード
は、①労働者が安心して働
ける社会②真の意味での
法令順守（コンプライアン
ス）③地方自治の活用。そ
のために「総合評価制度」
や「公契約条例」を取り入
れることは意義がありま
す。無駄遣いを正しつつ、
適正な仕事、報酬のあり方
を考える必要を感じます。

（直接、議員宛でも OK です）

市の補助金２５００万円の見直しを。

12,728,858
人件費＊１

人の賃金がカットされる

身の 丈にあっ た予算 で
創意と工夫のまつりに。

や陳情などは議会事務局へ

補助金の約半分はまつり事務局の人件費。ボーナ
スや退職金（積み立て）まであるのは適切か？

＊１ 専従 3 人、臨時（バイト・繁忙期のみ）2 人

多くの市民や事業主さん、
職員の支援やボランティアで開催する
「箕面まつり」。しかし、
まつり推進協議会の事務局員の人件費問
題はまだ解決していないことが明らかに。また、
「基金」という別
会計のお金が約３０００万円もあるのに、
補助金は満額支給です。

支出見込み額
支出科目

４／１９

今は財政も厳しいとき。
他市ではもっと少ない予算
で工夫し取り組んでいま
す。発想を変えて、市民の
手作りで町づくりに繋がる
ものを実現させましょう。

議会や各議員・議長宛の要望

補助金削減は一定評価。
しかし、
「見直された」体
制の実態は変らず！

20０7 年度箕面まつり決算見込み（概算）

中西は２００６年から箕面
まつりへの補助金のあり方を
追及。その結果●２００７年度
から市の補助金は３０００万
円→２５００万円に削減●問
題となったまつり事務局の人

ま つり会場の芦原公園
しかし、実態は何ら変わ っ
例年大量のごみが散乱
ておらず、人件費は別表のよ は、
うな 支出にな っています。ま しています。市民が大勢あ
た、驚くことに「交際費」名目 つまるお 祭りは環境教育
おおいに活用
で香典や供花などが７５，
２５ の場として、
０円計上されています。地域 すべきです。
現在も学生さん たち が
振興部はこれらの追及につい
て、まつり推進協議会の主体 ごみ分別のボランティアを
性を 損な わ な いよ うに協議 担ってくれていますが、イ
ベント 参加者も市民も 全
する、
と答弁しました。
体でご み減量に取り組む
一方で、イベントの出店料 た め にも「ご み を 出さな
値上〔１万円→２万円〕は い」リサイクルトレーの使
おかしい！ （２００８年度） 用を出店条件にす べき で
す。
今年度は安全管理上、
とき

７２４－６７０５
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ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！
２月議会報告

ＴＯＭＯＫＯ

ＮＥＷＳ！

いんふぉめーしょん
● ５月３日（土） 箕面ピースウォーク＆
＜恒例＞私たちの憲法キャラバン♪
9 時３０分～箕面駅前
１０時～芦原公園集合 友達も 誘っ て ネ
１０時３０分～出発
＊ヴィソラまで平和の思いを込めて
みんなで歩こう！（解散：１２時ごろ）

● ５月１１日（日）午後２時～
学習会：食の安全と背景にあるもの
―“不安な食べ物”のからくりは？－
場所：サンプラザ（文化センター） ４Ｆ 無 料
講師 : 田中昭彦さん
主催 ： 中西とも子と箕面から変えようネット！
♪

●５月３１日（土）１１時 箕面駅前に集合♪
シングルマザー支援☆滝道ハイク
ゆっくり・のんびりハイキング。笑って、しゃべって、
ほっこりしましょう。日頃の悩みも吹っ飛びます（＾＾）
主催 : しんぐるまざあず・ふぉーらむ箕面

6月議会のお知らせ ＊誰でも傍聴できます！
本会議 6 月 2 日・23 日・24 日
委員会 6 月５日～10 日 何れも１０時～

＊収支報告
中 西 とも子
2008 年 1 月～3 月
単位（円）
【収入】

箕面から変えようネット！
2008 年 1 月～3 月 単位（円）
【収入】

議員報酬

1,7５６,５０0 3 ヶ月分
養護老人ホーム組
合議会議員報酬を
含む

合 計

1,7５６,５０0

【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

309,512
66,450
9,000
15,000
42,300
156,300
137,100

中西拠出金
生活費・
個人活動費

６00,000 箕面から変えよう
ネット!へ
420,838 3 ヵ月分

合 計

1,7５６,５０0

3 ヵ月分
3 ヵ月分
3 ヶ月分
3 ヶ月分
3 ヵ月分
3 ヵ月分
3 ヵ月分

繰越金
中西議員より
年会費
カンパ・その他

1,579,515
６00,000
８,000
160,151

合計

2,347,666

【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
208,425
23,354
57,015
76,131
69,923
26,930
6,991
0
3,252
1,635,645

合 計

2,347,666

○●● 編集後記 ●●○
最近、知人の薦めで「ルポ貧困大国アメリカ」という岩波のベ
ストセラー新書を読んだ。民営化と自由競争がもたらす恐怖
の落とし穴。格差社会の行きつく先について今、眼をそらさ
ずに向き合わないと、とんでもないことになりそう・・・（-_-）

活動日誌・ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ

＊中西とも子の活動報告 （抜粋）
１月
3 日(木) 出初式
5 日(土) 住基ネットを考える会
7 日(月) 財政勉強会
8 日(火) 商工会議所ほか新年会、次世代育成支援対策部会傍聴
9 日(水) 財政勉強会
10 日(木) 心の会例会
11 日(金) 北摂議員の学習・情報交換会
12 日(土) 住基ネットを考える会
14 日(月) 成人際、
15 日(火) 教育委員会議傍聴
16 日(水) 人権セミナー
17 日(木) 近畿市民派議員交流・学習会 in 芦屋
18 日(金) 介護サービス評価委員会議
19 日(土) 平和ネット例会,財政問題を考える会
20 日(日) ふぇみん大阪府協議会新年交流会
21 日(月) 議会運営委員会視察（湯河原町）
22 日(火) 公共施設配置構想説明会
24 日(木) 国際交流協会訪問
25 日(金) 都市計画審議会・傍聴
26 日(土) バックアップセミナー
28 日(月) 交通対策特別委員会・傍聴、まちかどデイハウス訪問
30 日(水) 養護老人ホーム永寿園のあり方を考える懇話会・傍聴
31 日(木) 大阪府母子医療センター視察

２月

周産期医療に
ついて学びま
した。

1 日(金) 財政を考える会
2 日(土) 定例街宣
3 日(日) 大阪国際交流センター（ONE WORLD）
4 日(月) まちかどデイハウス見学
6 日(水)7 日(木) 文教常任委員会視察（男女共同参画条例について）
8 日(金) 大規模開発特別委員会・傍聴、現地視察、連帯議員ネット総会
9 日(土) 住基ネット報告会
10 日(日) 市民相談会、街宣
12 日(火) 都市計画審議会・傍聴
13 日(水) 桜保育所見学、豊中市箕面市養護老人ホーム組合議会
14 日(木) 議員研修会、08 年度予算説明ヒアリング
15 日(金) 5.3 ピースウォーク実行委員会
16 日(土) 中西とも子の市政報告＆井戸端会議
17 日(日) 他民族フェスティバル、ふぇみん箕面定例会
18 日(月) 北摂議員の学習・情報交換会
夜の開催でし
19 日(火) 議会運営委員会、議案説明ヒアリング
たが、参加者
20 日(水) アサーティブ・トレーニング講座Ⅰ
は疲れを見せ
21 日(木) 本会議
ず熱心に受講。
23 日(土) 住基ネットを考える会
24 日(日) 議会、次世代育成支援部会・傍聴
27 日(水) 議案・予算ヒアリング、アサーティブ・トレーニング講座Ⅱ
28 日(木) 養護老人ホーム永寿園のあり方を考える懇話会
29 日(金) 財政を考える会

３月
2 日(日) シングルマザーを応援！交流会「ほんとうに必要な支援とは？」
3 日(月) びわの会例会
4 日(火)5 日(水) 本会議（代表質問）
7 日(金) 常任委員会
8 日(土) 退院促進支援「心の病ってなあに？」
10 日(月)11 日(火)12 日(水) 常任委員会
14 日(金) 5.3 ピースウォーク実行委員会
15 日(土) 財政を考える会
16 日(日) 定例街宣、事務局会議
随時、何で
18 日(火) 教育委員会・傍聴
も相談会を
21 日(金) 交通を考える会
やってます
23 日(日) 定例街宣、市民会議報告会
24 日(月) 議会運営委員会
26 日(水)27
日(木) 本会議
この議会ニュースは再生紙
100％を使用しています。
28 日(金) 住基ネット学習会（豊中）

