発行 中西とも子と箕面から変えようネット！
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中西とも子のお約束

６月議会・
・
・
﹁
彩都の小中一貫
校建設の見直しを求める市民
請願﹂
︵ 対４で否決︶

● 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！

２月議会でも議論になった﹁
彩都﹂
に
建設予定の施設一体型の小中一貫校に
ついて︑市民の方々から慎重な見極め
が必要ではないか︑という趣旨の請願
が提出されました︒
これからは︑生活者の視点からの﹁
コ
ンパクトシティー﹂
を模索すべき時代︒
本当に暮らしやすく高齢化時代にふさ
わしいまち︑住民同士が繋がって活力の
ある︑地域・
行政が協働でつくる﹁
安心
のまち﹂
づくりが︑課題です︒

＊中西は紹介議員になり賛成

２０

中西とも子
根っこからクリーンに。支えあえる元気なまちに！

蒸し暑い日が続きますが︑みなさんお
変わりありませんか？
この間の地方自治体の首長選挙や︑都
議会議員選挙の与野党逆転劇は︑政治の
流れが変わりつつあることを予感します︒
新聞やＴＶのニュースでは連日のように
理不尽で痛ましい事件が後を絶ちませ
ん︒将来に夢を抱けない若者や︑不安を
抱えながら生きなければならない人々の
嘆きや悲鳴が聞こえてきます︒
人が活力をとりもどすために︑なによ
りも﹁人の尊厳﹂や暮らしが大事にされ
る︑ひとりひとりが社会の一員として生
きがいや力を発揮できる地域を創ってい
かねばなりません︒
また︑行政は財政が厳しいからといって
福祉や教育︑社会保障︑市民活動費を削
るのではなく︑真っ先に﹁
無駄遣い﹂
をチェ
ックし効率のよい行政サービスや運営を
心がけるべきだと思います︒
そして何よ
りも 市 民 と
ともに行政も
これまでの旧
い価値観を見
直して︑意識
を変えていか
ねばなりませ
ん︒
彩都西駅と開発造成工事風景

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

箕面市議会議員
６月議会＆活動報告
ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！

無所属 「市民派」

元気に！とも子議会ニュース

〒５６２−０００１ 箕面市箕面２−１−３４（みのおサンプラザ北向い） ◎郵便振替００９４０−８−２６７５７９ Ｔｅｌ／Ｆａｘ ０７２− ７２５−８３５１

今、箕面市のあり方が問われています。

行財政改革＝徹底して 無駄を除くこと と
市民を 元気 にすること。
「あたりまえのこと」が当たり前にできる行政に“変身”させよう！

人口の張り付きが読めないなか︑
仮に子育て世代が住宅購入しても︑
子が成長したあとの世代交代は︑期
待できずやがてゴーストタウンに︒
市はＵＲ任せにしないで需要予
測や将来見通しを立てるべき︒

人口定着はあるのか？
立派な学校も
年経てば︑廃校？

先行きのないニュータウン︒総額１５０億円の税金投入は妥当な選択か？

需要予測や将来見通しの見
極めのため︑いったん
凍結を︻ 請願 ︼
自然を破壊し︑またゴーストタウン
化が予想されるまちに︑住民を誘導
してよいのか︑あるいは本当に人が張
り付くのか ︑
整備したインフラ等の維
持管理費はどうなるのか︑など需要
予測や将来見通しをある程度見極め
て︑税金投入がなされるべきです︒

市 は﹁す べての事 業 を 見 直
す﹂
と﹁
緊急プラン﹂
を提案︒
福祉・
教育・
社会保障費が削
られるという非常事態に︒
ならば彩都の学校建設事業
も再検討すべきでは？
また６月下旬にはＵＲ︵都市再生
機構︶
と市が本契約を交わす予定だ
ったので︑見直しをかける最後のチャ
ンスでした︒

毎年９億円の税収があるっ
て︑ほんとう？

市はそのような説明をしています
が︑実際には明確に試算できる資料
は提示されていません︒このたびの請
願では人口動向や需用予測を踏まえ
た財政見通しを求めましたが︑議会
の賛同は得られませんでした︒

8 億 9454 万 6 千円
22 億 1870 万円

財源内訳
国から
地方債(借金)

６０億８６８２万４千円

合計

３億円

その他

再都西中（茨木市）

１７億４９３０万円

土地（市負担分）

３億３１９８万４千円

ＵＲへ償還利息他

２０

彩都西小（茨木市）

３５億円

建設費

2010 年
伐採工事着
予定

彩都小中一貫校整備事業費（試算）

設計費・工事管理費 ２億５５４万円

●﹁
彩都﹂
開発を見直す最後のチャンスが×に︒

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ ６月議会＆活動報告

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！
６月議会＆活動報告

てきたときに支援体制は考えられ
ていますか？他の市では︑国の交付
金をあてがうと聞きましたが︒
︵新稲・シングルマザー︶

*

議会や各議員・議長宛の要望や陳情などは、
議会事務局へ

（直接、議員宛でもＯＫです）

メール giji@maple.city.minoh.lg.jp

みなさまの声が

まちづくりに

面市では︑保育所や学童保育
などについては︑預けられなかっ
た期間について補助を行うことに
しています︒しかし︑就労補助や
福祉事業所関連の交付金流用は︑
行わないことに決定した︑とのこ
とです︒北摂の自治体では検討し
ている市が複数あるので箕面市も
ぜひ活用しようと要望したのです
が︑
﹁趣旨になじまない﹂とのこと
でした︒９月議会で︑この件は議
論しますので︑また報告します︒
︵中西︶

箕

電話 072-724-6723
FAX 072-723-5538

つながります！

●６月議会トピックス
市への陳情・要望・意見は
市民サービス政策課へ
事務所に寄せられた
質問・
ご意見などを
ご紹介します︒

●９議会のお知らせ●（いずれも 10 時〜）
８月２７日（木） 意見書・決議案、請願の締切り
９月２日（水） 本会議(補正予算等の提案ほか)
９月４日（金）７日（月） 常任委員会
６月８日（火）９日（水） 常任委員会
９月２５日（金）２８日（月） 本会議
☆どなたでも住所・氏名を書いて傍聴できます。

型インフルエンザの件で︑働き
に行けなかった人や︑要介護の家族
を福祉施設に預けられなかったな
ど︑今後もインフルエンザ問題が出

新

声

かつて︑民間レベルで基金を募
り︑被害者へ
おくる活動がおこな
われましたが︑今回の意見書は
国家として法的手段を用いて︑正
式に謝罪︑賠償︑名誉の回復をお
こない︑２度と同じ過ちを犯さな
いために教育の場で次世代に繋い
でいくためにも︑ぜひ法案の成立
を望みます︒

せん︒
箕面市では学生さんや市民グル
ープが学習会や証言集会︑署名
活動などを重ねながら︑この意
見書の採択に向けて取り組んでこ
られました︒

日本軍﹁
慰安婦﹂
問題の法的解決を国に求める意見書が採択

市民派ネット・民主・共産・
公明・無所属が賛成し︑
対７で採択！
日本軍﹁慰安婦﹂の問題は歴史教
科書から記述がなくなったこともあ
り︑その事実すら知らない人もいま
す︒また︑被害者であるにもかかわ
らず︑戦後︑帰国すると差別的で理
不尽な中傷を受けねばならなかっ
たハルモニたち︒あらためて戦時の
人権侵害︑性暴力のむごさと向き
合うことの意味を考えずにはおれま

指定管理者制度︑２順目の更新時期を迎えた課題
指定管理者制度は︑行政が担ってい のいくつかの業務について指定管
た業務や事業をＮＰＯなどの民間に 理者制度を取り入れることにな
任せることができる制度です︒市民サ り︑中西は︑公平公正な選考や
ービスと効率の向上を目的としてい 事業の透明性︑情報公開度の向
上と︑第３者を入れたモニタリ
ます︒
２順目を迎える時期にきており︑制 ング評価制度の導入などを求
度の総括と課題化が求められていま め︑市の前向きな検討を引き出
す︒６月議会では人権文化センター しました︒

072-724-6705
072-724-1568

電話
FAX

１７

