元気に！とも子議会ニュース
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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！

TEL/FAX 072-725-8351
〒562-0001 箕面市箕面 2-1-34（「みのおサンプラザ北向い」）

九月議会＆十月決算審査の報告
何よりも 「人を大切に 」「自然と共生 」の視点を！

長する恐れがあります。一部のエリ

「
全国学力テスト」
の
数値公表問題で見えてきた
課題とは？

●改選後の初議会では、教育施策や子育て支援策、開発問題などが焦点に。
「
持続可能」
な箕面にするために、
「
元気な市民」
を増やそう！
政府案の景気対策として総額２兆円
の「個人給付」が連日話題になっていま
橋下府知事の発言が波紋を呼び、箕

すが、その効果や実施方法には疑問符
が付きます。税金を単なる思いつきや

らない教育を実践しています。

県や、フィンランドなどでは競争によ

ートを育てるのか、全体の到達度を
昨年度市教委は「市単位や学校単

面市でも市長が市の平均正答率の公表

どうせなら、一定期間「
消費税なし」

位の公表は序列化や過度な競争につな

選挙対策に使われては、住民は大迷

とすれば消費が進むし、生活者も助か

がる」
として、数値公表ではなく、言葉

上げるのか。今回の調査で１位の秋田

るのではないかと思います。福祉的給付

による丁寧な分析結果を公表し、改善

を市教育委員会に求めました。

中西とも子のお約束

惑。

なのか、景気対策なのか目的に沿った事

残念なのは、学校現場や保護者か

に努めました。しかし、今回はあっさり
議員は政治のプロとして、政策を検

ら出ていた「
公表しないで」という声を

業を検討し、それによって給付対象者

討し、税金の使い道を厳しくチェックし

無視し、豊中市のように保護者との対

と方針を１８０度転換。

なければなりません。これからの箕面

話もなく、拙速に決めてしまったこと。

や方法などが決められるべきでしょう。

を「
持続可能」
にするために、「
元気な市

また、「
数値公表」
は教育の改善より
も競争の激化をまねき、格差社会を助

民を増やす」
ことを念頭において、中西
は九月議会に臨みました。

（グラフ：伊藤敏雄著『高校受験ガイド』より転載）

e-mail: minonet-tomoko@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/nakanishi_tomoko/

● 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！

フィンランドは比較・競争とは無縁。
平等な総合教育で「世界一」少人数教育で
「落ちこぼれ」が少なく、学習到達度が高い。

発 行 ：中 西 とも子 と箕 面 から変 えようネット！

号

＊第

箕 面 市議 会 議員
９議会＆10 月決算報告
ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！

無所属 「市民派」

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ ９月議会＆１０月決算報告

学習環境アンケートが示す
格差の実態。生きる力は
「
競争」
ではなく「
共生」
の教育で育みたい
中西は、あらゆる「競争」を否定
するものではありません。しかし、
学校ごとの数値公表を求める声が
他市や議会でも上がっており、いよ
いよ学力偏重に拍車がかかり、地域
間格差が広がる恐れがあります。
すでに東京・足立区では成績に応
じて予算配分が行われています。学
校間の序列化はモラル低下や教育の
機会均等を壊します。
いじめや不登校、親が不安定で規

箕面山麓（
新稲）
墓地公園計画は
中止 に！
住民の粘り強い運動と厳し
い環境アセスの成果です

中止の申し入れを行い、確定しまし

日、事業者が正式に市に

少人数教育で子どもたち一人ひと

た。周辺自治会の方々の、景観保全

月

りと寄り添える教育を実現し、基礎

十分な支援はできませんでしたが、

と防災面からの粘り強い運動が実

市長は、高学力を売り物にして子

住民の方々との現地調査で、地すべ

学力や豊かな人間関係を身につけ

育て世代の箕面移住をめざしている

り危険箇所や４０年前の土石流災

り、また市独自の厳しい環境アセス

ようですが（
産経新聞記事）、「
共に

害の話を伺い、改めてこの地域が開

るためには、もっと教員の数を増や

生きる」
社会とは縁遠くならないよ

発に適さないことを実感しました。

メントの成果といえます。中西は、

則的な生活が送れない子もいます。

スカイアリーナの北東に墓地公園が計画されていた

（＾＾）

し、研修できる予算が必要です。

２４

う注意が必要です。

新御堂筋の突き当たりに、
民間の有料老人ホーム計画
議会も市も反対

この老人ホーム建設予定地は、広
大な（
約１０００㎡）
の中央公園建
設がすでに予定されています。老
人ホームは、この公園の入り口部分
に計画中。建設されれば斜面地の
地盤上に建てるので、３階建てとは
いえかなりの高さの建物がそびえ
ることに。しかし、この公園はすで
に都市計画決定されており、建築
基準法 の手続きは市が行います
が、都市計画決定に伴う判断は府
に権限があります。府が認めると
は思われず・
・
・
さらに調査が必要。

白島／国道４２３号線（トンネル）上の山腹の
竹林斜面に有料老人ホームが建設予定・・・
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豊中市議会ネット中継開始！

□ 議会改革〈
中間報告〉

□

（
九月議会から）

共産党会派から議員提案が提出
されました。他の自治体でも取り組
んでおり、大事な条例改正案です
が、高額所得者に対しても平等に支
給という提案内容でした。また、入
院時をどうするかなど、さまざまな
パターンの研究が必要とわかりまし
たので、中西は、ゆとりのある人は
ともかく、経済的に厳しい家庭にう
まく補助がわたるよう研究が必要
と考え、継続審査に賛成しました。

□乳幼児医療費助成の拡充について

中西が所属する会派（市民派
ネット）
では「
全議員が参加できる
協議会方式」
で、「
一般公開で改革
を検 討しよう 」と提案しました
が、他会派の賛同が得られず、「
幹
事長会議」の枠組みで進められよ
うとしています。議会改革につい
て、無会派議員の参加と第三者の
チェックが得られない検討など、ナ
ンセンス。孤軍奮闘は続きます。

トピックス

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！
９月議会＆１０月決算報告

● ２００７年度 決算審査 トピックス
（市長も超消極的）
×
小中学校のベランダ緑化は

見が分かれたのは「ベランダ緑化事

文教関連の決算審査で、大きく意
が、「
涼ならエアコン設置を」
という

エコな学校の実現を要望しました

合せよる身体にも地球にも優しい

扇風機より、全校エアコン？学校のエコ化は難しい？

業 」でした。植物 の育 成状態 が悪

議会や各議員・議長宛の要望や
陳情などは、議会事務局へ

意見が飛び出すありさまでした。

*

く、温度測定の結果はイマイチでし
た。市教委は「効果なし」と結論づ
け、民主・
公明・
自民の委員も「
学校

● その他（抜粋）
□ 海外交流事業の見直しを
毎年中学生がニュージーランド・
ハ
ット市へ海外体験をします。今年
度は４５人の申し込みで１５人が
選ばれました。６００万円事業で
すが、参加者も１５万円を負担。
（
０８年度は１８万円）
体験誌の作

新

事務所に
寄せられた
声 声･ 声･・
・
・

（
抜粋）

聞で箕面を売り出す部署として「
営

業課」
ができるという記事を読みました。

（
桜井１ まりママ）

すでに街づくり会社（
箕面わいわい㈱）
が

あるのに何故？

↓↓

長公室と地域振興部に確認したとこ

ろ、担当職員はまだ何も聞かされておら

市
人給付の色合いが濃く、生徒間の

ず、どのような組織で、具体的に何をす

成までパッケージで委託。中西は個
共有もないことから見直しを要望

るのか、まだ分からないとのこと。庁内の

調整もこれからだそうです。（ 月

□ 病後時保育
６月議会で幼稚園の病後時保育

品の自転車が、たった半日で撤収さ

１４

↓↓

気の毒ですが、駐輪禁止区域では、

取り締まりについて市に要望します。

を目立たせ、また他とバランスがとれた

翌午前中撤収とのこと。禁止区域の表示

お

って取りにきたのに。
（
同趣旨のご意見が複数あり）

で、置いて帰ったものです。翌日、バスに乗

遽飲みに行くことに。自転車も車両なの

れてしまった。駅前で偶然に友に会い、急

新

１１

の負担になる」
「
費用が無駄」
「
この事

電話 072-724-6723
FAX 072-723-5538

e

日現在）
分かり次第お知らせします。

みなさまの声が
まちづくりに
つながります！

業に癒し効果を求めるべきでない」

市への陳情・要望・意見は
市民サービス政策課へ

Vo i c

実現を要望しましたが、実施に向

メール
giji@maple.city.minoh.lg.jp

「
学校にはノウハウがない」
と否定的

これでは、効果が出ないのは当然かも・・・

な意見ばかりでした。中西は「
環境」

けた調整が進んでいるのを確認。

電話 072-724-6705
FAX 072-724-１５６８

は全市的課題であり、全国の成功例

豊川北小のベランダ緑化。う～ん、
これで緑化と呼べるのかなぁ？？

（直接、議員宛でもＯＫです）

を紹介し、研究して再チャレンジし
ようと提案。自然の力と扇風機の組
萱野小学校のベランダ緑化。スケスケ状態。

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）

●１１月 29 日(土)30(日) １０～１６時
ＮＰＯフェスタ あなたとまちにハッピーを！

箕 面 から変 えようネット
2008 年7 月～9 月 単位（円）

１日(火)
３日(木)
４日(金)
５日(土)
６日(日)
８日(火)
10 日(木)
12 日(土)
13 日(日)
14 日(月)
19 日(土)
20 日(日)
23 日(水)
26 日(土)
27 日(日)

【収入】

８月

主催：市民活動センター
＊参加団体多数！ NPO 応援投票見本市もあるよ

●ボランティアスタッフ募集中です。
＊ニュースのポスティングや事務所のお手伝いなど
中西とも子の活動を支えてください m(_ _)m

＊収支報告
中 西 とも子
2008 年 7 月～９月
単位（円）
【収入】
議員報酬

合 計

1,783,951 3 ヶ月分

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

養護老人ホーム組
合議会議員報酬

年会費

2 ヶ月分を含む

カンパ・その他
合計

1,783,951

中西拠出金

10,000
472,101
2,150,645

家賃

240,000

人件費

574,500

9,000 3ヶ月分

光熱費

44,988

71,000 3ヵ月分

15,000 3ヶ月分

事務機リース料

42,300 3ヵ月分

通信費

160,250 3ヵ月分

284,391

会員活動費

290,400

備品・消耗品費

６00,000 箕面から変えよう

他団体費
諸経費・雑費
繰越金

477,501 3ヵ月分

57015
346,593

ニュース会報費

１２５，７００ 3ヵ月分

生活費・

合 計

６00,000

28３,200 3ヵ月分

ネット!へ
個人活動費

1,068,544

【支出】

住民税・
固定資産税他

繰越金
中西議員より

【支出】

７月

合 計

112,193
3,400
24,085
173,080
2,150,645

1,783,951

12 月 10 日（水）午後 2 時～
ほっと＊サロン♪
場所：中西事務所（サンプラｻﾞ北向い）
事務所で美味しいお茶とお菓子で
参加費500 円
気軽に楽しくおしゃべりしませんか？
お友達を誘って、事務所にお越しください（＾＾）/
連絡先（中西事務所）： 電話＆FAX ０７２－７２５－８３５１

1 日(金)
2 日(土)
4 日(土)
6 日(水)
9 日(土)
17 日(日)
24 日(日)
25 日(月)
26 日(火)
27 日(水)
29 日(金)
30 日(土)
31 日(日)

ミニ集会
総務所管のヒアリング
70 名参加。4 年
社会を明るくする運動・登校指導
間の活動の集大
中西とも子のパワーアップ集会
成として、報告を
菜の花収穫際
おこないまし
関大校友会役員会
た！
市民相談
淀川水系流域委員会宮本ひろしさん講演会
市民オンブズ箕面役員会、橋本卓さん偲ぶ会
びわの会例会
事務局会議
ふぇみん例会
都市計画新議会・傍聴、会派打ち合わせ
とにかく
事務局会議
暑～い夏
定例街宣

でした。

箕面都市開発㈱30 周年パーティー
箕面病院竣工式、事務局会議
住基ネット勉強会
文教常任委員会
2 期目も
事務局会議
ガンバリ
市会議員選挙告示
ます！
司会議員選挙投票･開票日
当選証書授与式
市長退任式
財政問題学習会（高槻市議会）
連帯大会、選挙総括会議
北小かんたろうまつり
木村真さん集い（豊中市）

９月
1 日(月)
会派 MTG、
2 日(火)
ボラセン会議
4 日(木)
裁判傍聴（大阪地裁）、こころの会例会、市長室訪問
5 日(金)
全員協議会、会派 MTG
6 日(土)
交通を考える会、市民会議総合計画意見交換会
8 日(月)～10 日 本会議・役員選出
11 日(木) 議案説明会、会派 MTG,文教ヒアリング、伊藤ルイ映画会
12 日(金) ライフプラザ
13 日(土) 対話の会、駅前街宣
15 日(月) 北小地区敬老会、街宣
16 日(火) 議会運営委員会、会派 MTG
17 日(水) 事務所会議
18 日(木) 本会議、いきいき祭り出展説明会、教育委員会、平和のまち会議
20 日(土) 財政問題を考える会、中西とも子の報告会
21 日(日) ふぇみん例会
22 日(月) 文教常任委員会
23 日(火) 新稲墓地公園建設予定地見学、プロジェクト箕面
24 日(水) 建設水道常任委員会・傍聴
25 日(木) 民生常任委員会・傍聴、市民会議フィナーレ報告会
26 日(金) 総務常任委員会・傍聴、介護認定調査
27 日(土) 北小運動会、NPO 補助金ヒアリング、会派 MTG
28 日(日) 新稲山腹墓地建設予定地調査、とどろみ幼稚園運動会
29 日(月) 豊中市議会傍聴、ネット中継・議会事務局ヒアリング
30 日(火) 子ども育成新議会・傍聴

○●● 編集後記 ●●○
＊選挙が終わり、あれよあれよという間に今年もおしまい。恐ろしいくらい１年が早く過ぎていきます＊年をとると歳月が早
い、というのはやはり本当らしい＊不覚にも風邪を引いてしまって・・・寝込んでいると、普段の健康がとても有難いことに気
づきます＊今年は湯たんぽが流行っているそうで、懐が寒くなると、なんとなく昔ながらの知恵がはたらくのでしょうか・・・エ
コが進む気がします（＾＾）忙しい時分に、時間をお金で買っていたときの生活を見直さないと。しかし皮肉なもので、エコな
この議会ニュースは再生紙 100％を使用しています。
暮らしは時間がかかりすぎるので、忙しく慌しい輩には不向きなんだなぁ。 Fu～（Ｎ）

