発 行 ：中 西 とも子 と箕 面 から変 えようネット！

第 42 号

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！

条（生存権）を活か

中西は「
脱原発」
「
分かち合い、支え合う」
まち
づくりに向けて行動します。

の絆を大切にした支援が望まれます。そして
心のケア対策が重要です。さらに、原発被害
から、特に子ども・
妊婦を守るための情報提
供と具体策が急がれます。
国の責任は当然ですが、被災者支援のあ
り方は箕面市のまちづくりや防災対策にも
通じます。その意味で、市の覚悟を本会議で
質しましたが、残念ながら「
これから検討」
と
いう有様でした。パフォーマンスではなく市民
の暮らしに寄り添った政策実現と、私たち自
身が「
豊かさ」
を考え直すこと、が必要です。

▼詳細は『市民派ネット通信』７号をご参照下さい。も
し未配の場合はご連絡下されば、即お届けします。

たとえば、国民健康保険料は、一昨年からの
値上げに続き、今年もまた値上げ予定。課税
所得約２００万円の２人世帯では、１５％近
くが保険料になります。これでは、生活が成り
立ちません。一方、大きな団体に交付金をバラ
まいたり、私学幼稚園に通園する保護者には、
所得制限枠をはずして補助を増やすというバ
ランスの悪さ。中西は会派で「
修正案」を提案
しましたが、イエスマン議会で否決に。

市の今年度の予算は、お金持ち優遇、
弱者切捨て→修正案を提出 （４対 で否決）

これまで、中西は阪神淡路大震災などの経験
から、防災会議や避難所に女性の視点を入れ
た取組みを提案。市は推進を約束しました。

女性の視点を防災計画に活かそう！

中西とも子のお約束

憲法
した市役所サービスの実現を！

条には、国はすべての生活
面での社会福祉、社会保障や
公衆衛生の向上・
増進に努め
なければならないとあります。
国や自治体は常にこの観点
から政策を組み立てる必要が
ありますが、企業利益を優先
させてきた結果、あるいは財政
難を口実に、行政本来の役割をはたさず、市
民生活にツケを回してきました。

釜石商店街の様子（４月下旬ごろ）

岩手仮設建設現場

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） ◎郵便振替００９４０－８－２６７５７９

２５

被災者の立場にたった政策と
支援のあり方は？

２５

衣食住の確保や、仕事・教育・医療・介護
などの体制づくり、地域のコミュニケーション

●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！

１９

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

箕面市議会議員
２月（３月）議会報告
ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！

無所属 「市民派」

元気に！とも子議会ニュース
「大震災」（天災：地震・津波＋人災：原発）が問いかけたものは？

被災者支援と復興策は、
私たちのまちづくりにもつながる道☆★

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ ２月（3 月）議会＆活動報告

（
お伝えしたいことは山ほどありますが、抜粋で報告）

7,400

都市計画審議会委員

日額

7,400

私立幼稚園・保護者補助金の「所得制限」設けず

▼待機児童対策といいながら、幼稚園の延長
保育には「保育の質」の基準なし

事務所に寄せられた

声・声・声・・・

（
抜粋・
要約）

中西 市長は監督責任として４月分の給与を１割
カット。しかし、肝心の経営改善策は無く、同社企画
の赤字事業さえ承認する有様です。私は議会が精査
できる情報提供を強く求め、市は渋々了承。今後
も、厳しくチェックし、報告します。

▼箕面都市開発㈱の市からの借金を７０年返済と
いう、事実上棒引き策は許せない。市税を払う気が
失せる。議会も甘すぎるのではないか（
箕面５）

署名は２６００筆を超え、呼びかけ人団体
中西
が３月末、市に提出されたそうです。でもいまだに市
は市民の声には応えていません。（
４月末現在）
「
邪魔なので撤去」
と
いう理由だったのに、な
んとクスノキの近くに街
路灯が出現。また、ガラ
ス屋根と透明アーケード
は１億４３００万円。周囲とのデザイン調和や実用性
の問題など市民の反応はさまざまです。
私は、駅周辺ビルの張り紙やのぼりなど、景観に配
慮した商店の協力・
行政の指導を要望。さらに、サン
プラザの活性化策が重要で、駅近という地の利を活
かした大学のサテライト教室や各種講座、起業支援
など今後も提案し続けます。

▼箕面駅前でクスノキを残そうという署名をしま
した。その後どうなったのですか？（西小路Ｎさん）

Voice

議会トピックス

日額

▼「財政が厳しい」といいながら、

使途不透明な事業、バランスの悪い予算配分を厳しくチェック！
防犯カメラでまちが活性化？
議会に説明できない、不透明な事業がゴロゴロ
「防犯カメラネットワーク設置事業」（９９００万
円）
は、担当課に聞くたびに内容や内訳が変わり、不
透明です。市内７箇所に防犯カメラを設置し、観光
客にも情報提供する、というのですが、牧落や萱野の
交差点やＳＳＯＫの付近に設置されていても、誰も気

18,000

「
ゼロ思案」
（
財政改革案）
では、私立幼稚園の保護
者補助金のうち、Ｄクラスの高額所得者への補助は
カットする予定でした。ところが、突如「子育て支
援」
と称し従来よりも増額。分かち合い・
支えあいの
まちづくりとは程遠くバランスに欠けます。
C2、D の世帯
が多くAは極
めて少ない

づかず、抑止力にもらない代物。総務常任委員会で

7,400

総合計画審議会委員

＊注）
（
中西は、競艇審議会のあり方に疑問を持つため、委員を辞退しています。

（グラフ：市の資料から抜粋）

追及すると、「
これは雇用対策」
と市の答弁。具体的
に追求すると「
防犯で観光客が増えればまちが活性
化し、雇用が生まれるからだ」と仰天する説明でし
た。とりあえず国の交付金をゲットし、後から使い道
を考え、消化するとうう時代遅れの発想は止めるべ

日額

市民を交えて報酬が適正か精査すべきと提案。

従来の市独自
の補助金
Ｄの高所得者は
廃止予定だった
国からの補助

き。地方分権を進めるうえでも、市の節度が問われ

行革推進委員

中西

月額

ます。中西はこの件で厳しく正し猛省を促しました。

審議会委員の報酬見直しを！
行政委員やその他の委員報酬は
月額と日額があり、その額もさま
ざまです。全国的に見直しの傾向
ですが、たとえば競艇審議会委員
は全員が議員です。平均出務日数
が年８．４回なのに、報酬は毎月

金額(円）

委員会（抜粋）

１万８千円。中西は各委員の仕事の内容を公開し、

競艇審議会委員

中西の一般質問から
官民の境界確定は適切におこなわれているか？
中西がお受けしている、さまざまな市民相談のなか
で、市道と民有地の境界線の確定をめぐって、市の対応
が納得できない、というものがありました。

市への相談・苦情・ご意見は、
市民サービス政策課へ

ＴＥＬ：７２４－６７２３／FAX：７２３－５５３８

議会への要望・陳情などは、
各議員または議会事務局へ

◆“出前報告“やります！

【
２月８日（
火）
】
彩都・
箕面森町地域
整備特別委員会
午前中／委員会
午後／現地視察
この春から、彩都の施設一体型の小中一貫校が
開校し、１年～９年生までの 人が入学。森町の
一貫校の成果を検証しないうちに、開発の目玉の
ごとく、デラックスな２校目が建設されました。
市長は「
彩都を学力のフラッグシップ校に」
と市
政方針で述べ、公立学校なのに学力偏重教育の推
進を宣言。少人数・
単一クラス、イジメがあっても
逃れられない、高校進学時のカルチャーショックな
ど課題もあり、今後も注意深く見守ります。

◆中西の活動を支えてください！

ニュースをお近くで配っていただけませんか？
１０部でも２０部でも結構です。
連絡先：中西事務所（７２５－８３５１）

◆５月議会のお知らせ（いずれも 10 時～）

☆どなたでも住所・氏名を書けば傍聴できます。
☆一般質問はインターネット動画配信もあります。

オレンジバスがテスト運行されてから、半年が経
ち、検証、見直しが行われました。公共施設以外
での乗降が増えた一方で、無料から２００円（
７
０歳以上、障害者手帳提示で１００円）
という有
料化や、便数が少なく使いづらい、乗車時間がか
かり過ぎるなど課題も多い。講演では、公共交通
の原点＝効率優先でなく、市民の交通権（
移動の
障害を取り除く）
という内容に同感です。

講師／新田保次さん
主催／人と本を紡ぐ会

～箕面の「
オレンジゆずるバス」
～

つなぐ・
であう・
ひろげる
地域の公共交通

【
３月５日（
土）
】

意見書・決議案、請願の締切り
本会議
～６日（月） 各常任委員会
本会議（討論、一般質問）
本会議（一般質問）

５月２４日（火）
５月３０日（月）
６月 １日（水）
６月１７日（金）
６月２０日（月）

その内容は、地権者（
Ａさん）
が境界確定の事務内容
について市から詳しく説明を受けないまま、知らないう
ちに書類に押印していたり、中立であるはずの行政が、
特定の地権者の側に立った対応をしていたり、と公平・
公正であり、説明責を果すべき市役所の基本的な姿勢

中西が皆さまの元へ訪問して、さまざまな報告や
説明をいたします。 伺ったご意見は議会活動に
活かします。お気軽にお声をかけてください（＾＾）／
教室からつづく中庭のウッドデッキ

に疑問を投げかけるものでした。

あなたの“声”が
市政を変えます！

中西とも子の活動日記から・
・
・（抜粋）

ＴＥＬ：７２４－６７０５／FAX：７２４－１５６８

７１

弱者が泣きをみる役所であってはならない！
市は都合悪いことには答えず、
問題をすりかえ
このＡさんのケースでは、旧村地域にミニ開発された
土地を購入し、４ｍ道路を確保するために８５センチ、
セットバック（
後退）
したにもかかわらず、市は当時の書
類に信憑性が無い、としてＡさんの主張を受け付けず、
実測せずに認めないという対応でした。
境界確定事務は一般の市民にはなじみが薄く、分か
りにくいものです。頑なな市の対応はやましさの裏返し
では？現在、Ａさんは裁判に踏み切り、司法の判断を
仰ぐ決意です。中西はこの問題を引き続き追及しま
す。類似の情報をお持ちの方は是非ご連絡ください。
お詫びと訂正 前号 号の３頁「空き缶条例」
につい
て、市民派ネットが提案した付帯決議に賛成した議員は
４人ではなく、５人の誤りでした。（
市民派ネット３人＋
無所属２人）
お詫びして訂正いたします。
４１

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！
２月（３月）議会＆活動報告

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

いんふぉめーしょん

？

お問い合わせにお答えします

・・・図書館の「８館構想」ってどうなるの？

５月２２日（日）午後２時～

中西とも子と箕面から変えようネット！
―総会＆講演の集いー
２時００分～総会
２時３０分～講演「無縁社会を乗りこえて」（仮題）

講師：江田 直介さん
（NHK“無縁社会”シリーズ出演）

場所：中央生涯学習センター ３Ｆ講座室

６月５日（日）10 時～
シングルマザーのおしゃべり会
子連れ参加大歓迎！保育あります（要予約）
場所：市民活動センター
主催：ＮＰＯしんぐるまざあず・ふぉーらむ箕面
連絡先：０９０－６７３４－０６０９（スズキ）

７月３日（日）10 時～

市では、現在６箇所にある図書
館を、市民の要望が強い小野原
西に加え、止々呂美にも新設し
計８館の図書館を実現するため
に、人件費（司書）の削減・ＩＣタグ
の導入を計画中です。
しかし、図書館協議会では、ＩＣ
タグのデメリット（高額なランニングコストやタグ付け替
えの手間、司書が目で書籍情報を確認できないな
ど）があり、市のいうようなコスト削減が図れず、かえっ
てサービス低下につながると、意見書を提出。市に、
見解と見直しを求めています。
◆「市は財政が厳しいから」を連発するだけ
図書館協議会委員からはＩＣタグでなくてもバーコー
ドで十分という意見も。協議会に諮問しているにもか
かわらず、質問に答えず、資料も出さない。最初から
結論ありきという市の対応に協議会は紛糾。
箕面市の図書館は全館に司書を置き、市民と図
書館の原点に立った運営を続けて全国的にも高い評
価を得てきました。５月からは強行突破？を狙って
か、委員の入れ替えも。市の姿勢が問われます。

“持続可能なまちづくりを考える”連続講座 第４回

「みんなで考えよう！まちづくりに生かす

“公共施設・用地活用術”」
講師：長尾 成信さん（不動産鑑定士）
場所：グリーンホール１F 大会議室（市役所本館西）
主催：箕面市議会・市民派ネット（７２４－６７０３）

ほっと＊サロン♪
６月 ２4 日（金）

午後 2 時～

７月 １３日（水）

午後 2 時～

場所：中西事務所（サンプラｻﾞ 1 号館北向い）
事務所で楽しくおしゃべりしませんか？
どうぞお気軽にお立ち寄りください（＾＾）/
連絡先：電話＆FAX ０７２－７２５－８３５１

編集後記
＊３．１１以降、落ち着かない日々。被災された方々を想うと、言葉に
ならず・・・＊反原発を唱えて苦節３５年！＊電化製品ほかの発達
は、女性の社会進出をアシスト。今さら「３丁目の夕日」には戻れず、
便利なものをすべて否定できないけど・・・何を優先させるか、豊かさ
とは？やはり体質改善が必要だなぁとつくづく思います。 （Ｎ）

法律相談はじめました！
６月９日（木）１５：００～

無料

（毎月第２木曜日です／事前予約制）
成年後見、相続・遺言、債権整理、
商業不動産登記 ほか
相談員：大川朗子司法書士（大川法律事務所）
中西とも子と箕面から変えようネット！
ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７２－７２５－８３５１

収支報告
中西とも子
2011年 1月 ～ 3 月単位（円）
【収入】
議員報酬
1,733,100
合 計
1,733,100
【支出】
所得税
共済組合掛金
議員団費
積立金（会派）
国民健康保険
住民税
中西拠出金
補償保険
生活費･個人活動費
合 計

79,890
278,400
9,000
15,000
177,600
114,900
750,000
10,800
297,510
1,733,100

箕面から変えようネット
2011年 1 月～ 3 月単位（円）
【収入】
繰越金
174,761
中西議員より
750,000
年会費
21,000
カンパ・その他
23,778
合 計
969,539
【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
合 計

240,000
206,000
23,760
45,297
38,829
202,964
16,959
1,662
0
2,996
191,072
969,539

