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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！

無所属 「市民派」

誰のために働くのか？迷走する箕面市議会

大方の市民が望むことをしないで、
望 ま な い こと を す る 議 会 多 数 派 の
方々。議員は互いを尊重し、
建設的な議
論で、
よりよい結果を見出すべきです。

● 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！

ともいうべき条例化が、
２月議会

りで練り上げたもの。市民の悲願

市民（約２０人）
と 市が２年がか

◆男女協働参画推進条例・
・
・
公募

にや みくもに引き伸ばし、廃案

って提案すべきで、
対案も出さず

に不備があるなら「修正権」を使

否を決めるところ」です。内容的

お変わりございませんか？
中西を議会に送り出していただいてから、
あ

◆環境美化条例（
ポイ捨て禁止条

す。世間や会社組織とは異なる特異な世界。こ
の議会をフツーの生活者の目線でとらえ、
その

例）
・
・
・
市民からの要望があり、地

成」だったのに、
本会議で突然「継

ようというもの。委員会では「賛

て、気持ち 良いまち づくりをし

る意見書が、
反対する議員の声を

らに進めることを大阪府に求め

止々呂美（
箕面森町）
の開発をさ

◆北大阪急行の延伸と 絡め て、

意見書・強行可決

続」に。今期内に審議しないこと

提案会派 自(・
公・
民 は)議会の場

押し切って、
強行可決。

ブ 、共産党）
が決め ため 、事実上

を 正・
副委員長（民主・
市民 クラ

域住民がお互いに声をかけ合っ

様子を市民のみなさんへ発信してきました。
おかげで、
多くの市民の方々からご意見やご
指摘、
ご提案をいただき、
その声を議会活動に
活かすことができました。皆さまと、
ともに学
び、
考え、
歩んできた４年間です。今、
あらため
て初心に返り、
感謝の気持ちでいっぱいです。
これからも一緒に箕面から「生きや すい社
会」
に変えていきましょう！ 中西とも子

無責任。議員の仕事の放棄です。

にしてしまう、
というのはとても

廃案が確定しました。「議会は賛

★中西とも子のお約束★

に続き引き伸ばされ、
残念です。

先送りになったもの

？？

っという間に１期（
４年）
が終わろうとしていま

梅雨が明け、
暑い日が続きますが、
みなさん

市民の皆さんと
ともに歩んだ
４年間！

●条例の先送り●開発推進の意見書を強行可決●市民の求める意見書に反対

無責任・市民無視の６月議会

〒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
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（
前頁からの続き）

で、
この意見書の内容に関す
る質問に対し、
「文案は議長
に一任したから議長に聞い
て」な ど と 真摯に答えよ う
としませんでした。
ま た「この様な 意見書は
取り下げてほ しい」と いう

意見書・残念ながら否決

ついて、
「医療費抑制」
だけで
あ ります。現役世代も少子

乗り切るのは所詮、無理が
中西は議員有志とともに、

ないことは明らかです。

律は、
高齢者市民の命と尊厳
をないがしろにする、
類まれ
にみる悪法です。

で、高齢者世代を支えき れ

医療制度の崩壊、
財政運営のツケを
庶民に負わせないで！
医療崩壊が懸念されてい
る今日、政府の医療費支出
を 抑制し、そのツケ を 国民
に負わせるという考え方を
リセットしない限り、
つつま
しく何とか自力で暮らす努
力をしている人々の生活が

た法であ っても、地方から正

わる問題は、
たとえ国が決め

地域住民の命や生活にかか

い人の格差を埋めるために

もの。富め る人と そうでな

きない日々はとても不安な

安心して過ごすことがで

危うくなってしまいます。

していくのが市会議員の使命

政治は力を発揮しなければ
これから も、中西は市民

です 。この意見書に対し、自
主党議員は「対案が出せない

のみなさまと 力を合わせ、

なりません。
意見書はパフォーマンスに過

会に向けて行動します。

本当に安心して暮らせる社
今後の医療制度のあり方に

ぎない」
と討論しました。

民・
公明と一緒に反対した民

悪法は正すべき。
何もしないのは、
「
認める」
意思表示です。

化 や 不 安 定 雇 用 のあ お り

「後期高齢者医療制度の
廃止を求める意見書」
を
国に提出しよう、と提案
中西は賛成討論しま した
が、結果は

で惜しく

声が本会議場で相次いだに
も成立しませんでした。

１１

この医療制度を 定め た 法

対

も関わらず、反対する議員
らの声を尻目に議決してし
まいました。

「数の暴挙」がまかり通
る箕面市議会は、
民主主義の崩壊です！
充分過ぎるくらい議論を
重ねた条例には「もっと時間
が必要」
といって先延ばしを
はかる一方で、
記述内容の誤
りを指摘する質問にも答え
られな いほど 、曖昧な内容
の意見書でした。これを「市
議会の総意」と して拙速に
可決するなど 、一貫性を欠
いた自公民３会派の「数の暴
挙」は、
民主主義の崩壊とい
えるでしょう。議会のモラル
が問われます。

●一般質問から【
抜粋】

公平・
公正・
透明性のある入札制度と
「
安かろう・
悪かろう」
にならない
民間委託のあり方を問う

交流センタ ーの改修費を調査すると、
平
Ｑ 文化・
均落札率は何と９７・
３％となっている。工事跡を見
ても不可解な部分があるため、
見積もり明細を求め
たが、
すべて「非開示」だった。他市の裁判で、
工事費
内訳は公開すべきとの判例がある。箕面市も、
公正
で開かれた市政の実現に向けて、
市民の知る権利の
保障と市民参加を進め、
また行政の説明責任を果た
すためにも、
工事費の内訳は公開すべきだ。

Ａ 公開に向けて検討していく。
★ 「情報公開」が大きく前進しました！

総合評価制度の導入を行う。公契約条例等は

Ｑ 公共工事のコスト縮減や公的な事業の民間委
託について、
ダンピングによる不良工事や、
官製ワー
キングプアを生み出す温床となっている。市は公正
労働基準の確立、
環境、
人権、
福祉などの社会的価値
の実現をはたす役割と責任がある。その意味で価格
だけを評価して業務の委託先を決定する入札制度
を見直し、
従来の「価格入札」を「政策入札」に変えて
いくための方策を問う。
Ａ

今後も研究を重ねる。

★ 「適正な工事」に向け、一歩踏み出すことに

（＾＾）
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中西とも子の 公約 自己評価

中西とも子が １ 期目（４年間）にどの程度
「公約」が守れたか、主なものを自己評価しました。

□税金のムダ遣いにＳＴＯＰ
□税金のムダ遣いにＳＴＯＰ
情報公開の促進 ⇒公共工事落札の見積もり明細が公開へ
⇒第 3 セクターの情報公開
駅前整備計画の刷新 ⇒市民の声を取り入れる。情報提供の促進。見積もり明細の公開。
まちづくり会社（第３セクター）へ箕面駅周辺の活性化に真剣に取り組むよう働きかけ
補助金の見直し ⇒「箕面まつり」の事務局人件費等の見直し(３０００万円を 2500 万円に)
⇒海外交流支援事業・・・個人給付事業を生徒全体が享受できるものに転換
公正・公平・透明性の高い工事のあり方を追及 ⇒ 「総合評価制度」導入へ
公共工事・公営サービス事業委託の改善 ⇒「悪かろう・安かろう」のダンピング防止、労働
者へのしわ寄せ防止のために、「政策入札」制度の導入に向けた研究に着手
議員特権の見直し ⇒審議会報酬、グリーン車輌利用、高額議員バッチ、配布資料等の見直し

★
●◆
●
●
●◆
◆
★
◆
●◆

□高齢社会に合った、人に優しい箕面に（介護の現場の声を議会に）
介護者家族への支援体制 ⇒講演会、セミナーなど企画数の増加、相談体制の充実
⇒認知症対策（啓発活動、相談体制の強化）
高齢者の引きこもりを防ぐ ⇒独居・昼間独居高齢者の見守り体制の強化
介護保険を使いやすく ⇒苦情の公開・改善策、医療用具の貸し出しなど実態に即した配慮を
生涯教育・健康増進策の充実 ⇒いつまでも健康で・・・まちかどデイハウス事業の推進
歩行者や車椅子が安心できる道路整備⇒公共施設、駅前や交通バリアフリーの促進
心のケア対策 ⇒啓発活動、本人・家族支援、相談窓口の充実（総合相談窓口の開設）
老人施設の改善 ⇒「松寿荘」利用者本意の配慮で、利用者の苦情に対応

●
●
●
●◆
●
●◆
◆
●

□働く人、女性や子どもに元気・安心・希望を！
男女協働参画の推進 ⇒男女協働参画推進条例の制定（素案作り）
⇒ＤＶ支援（講座企画）
⇒女性管理職の登用増
⇒全部署で男女協同参画を推進
子どもたちが個性豊かに育つ教育⇒３０人程度学級の実現
シックスクール対策の強化、不登校支援の充実・強化
子育て支援 ⇒幼稚園の預かり保育利用者も、病後時保育サービスがうけられるように
⇒学童保育の延長ほか
平和憲法を守る ⇒「平和のまち条例」制定活動
人権侵害を許さない市政を実現⇒住民のプライバシーを守る（ＤＶ被害者の保護など）
⇒子どもの虐待防止策の充実・強化
⇒高齢者の虐待防止、地域ケア
⇒医療、福祉、地域資源のネットワーク化
ひとり親支援策へのとり組みに着手

＊上記は４年前の「公約」に関する自己評価です。「公約」以外の項目は含めていません。
★・・・そこそこ達成 ●・・・ある程度進んだ ◆・・・現在進行中 m(_ _)m・・・まだまだ、すみません。

★●
●
◆
m(_ _)m
m(_ _)m
◆
●
★
●
★
◆
●
◆
●
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活動日誌・ＩＮＦＯＭＡＴＩＯＮ

いんふぉめーしょん
● 「対話でつなごう・箕面の会」が発足しました！（6
あの「もったいない！」でお馴染みの、滋賀県・嘉田知事の
お膝元で活躍している「対話でつなごう滋賀の会」（寺川代表）
の姉妹グループです。
組織のヒモ付ではない普通の市民が集まって、市民派の市長
や議員を応援し、しがらみのない政治や議会改革を市民協働で
進めていこう、という趣旨で結成されました。
是非、あなたも入会しませんか？

● 箕面市長選挙

月 29 日）

滋賀から寺川代表も駆けつけ、翌日の
『京都新聞』でもとりあげられました。

公開討論会

8 月 9 日（土）午後 2 時～4 時半（無料）

3 候補予定者
全員参加

場所：市民文化・交流センター8 階大会議室（みのおサンプラザ 1 号館）
主催：市長候補に話を聞く会
連絡先：072－720-2660

＊女性数人でランチをしながら「今度の市長選誰入れる？」からはじまった公開討論会。中立に誰も支持せず、
箕面のこれからを思い、話を聴いて見て感じて、この人と思った人に投票しようと思って企画されました。

＊収支報告

速報！「継続」になり先送りされていた

中 西 とも子
2008 年 4 月～6 月
単位（円）
【収入】
議員報酬

箕 面 から変 えようネット
2008 年4 月～6 月 単位（円）
【収入】

1,7５６５０0 3 ヶ月分

繰越金

開催されることになりました。
だれでも傍聴できます。

養護老人ホーム組合議 中西議員より
年会費
会議員報酬を含む
期末手当

1,４７１,740

合 計

3,228,240

カンパ・その他
合計

【支出】
所得税
共済組合掛金
議員団費

279,554 3ヵ月分
３８７，９００ 3ヵ月分
9,000 3ヶ月分

積立金（会派）

15,000 3ヶ月分

国民年金

42,300 3ヵ月分

保険料

154,800 3ヵ月分

住民税・
固定資産税他

215,600 3ヵ月分

中西拠出金

８00,000 箕面から変えようネット!
へ

合 計

【支出】
家賃

240,000

人件費

212,500

光熱費

15,362

事務機リース料

49,530

通信費

６3,809

ニュース会報費

５4,286

備品・消耗品費
他団体費
諸経費・雑費

生活費・
個人活動費

２,１44,793

会員活動費

1,324,086 3ヵ月分
3,228,240

繰越金

合 計

男女協働参画推進条例の審査が
8 月 6 日（水）１０：００～委員会室で

ご都合のつく
方は市役所
（本館）３Ｆへお
越しください。

6、210
5,315
21,200
1,512
１，475,069

２,１44,793

○●● 編集後記 ●●○
＊「地球温暖化」を身をもって感じる季節がやってきた。
子どもの頃には、熱帯夜はこんなにも多くなかったのに。
庭のセミや風鈴の音、草の匂い。扇風機の前で「あ“～」
ってやりながら、兄と場所の奪い合いをしてたなぁ。苦い
キュウリに顔を歪めることもなくなったけれど、夏休みの
宿題で作った回り灯籠が懐かしい。ああ、歳かしら・・・（N）

事務所からのお願い m（_ _）m
＊スタッフ大募集！！「とも子議会ニュース」を配ってい
ただけませんか？１０件でも２０件でも結構です。また、ニュ
ースをお届けできるお知り合いをご紹介ください。
＊中西とも子の活動を支えるために、会員になってくだ
さい。 年会費1 口 1,000 円です。よろしくお願いします。
●郵便振り替え口座番号 00940-8-267579
（加入者名
箕面から変えようネット！）
●連絡先（事務所）：電話＆FAX ０７２－７２５－８３５１
この議会ニュースは再生紙 100％を使用しています。

