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議会報告

箕面市議会議員

春号

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！

第 46 号

無所属 「市民派」

発 行 ：中 西 とも子 と箕 面 から変 えようネット！

〒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

http://homepage3.nifty.com/nakanishi_tomoko/ e-mail：minonet-tomoko@nifty.com
Facebook： http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002023541896

— 少子・超高齢社会を、のりきろう —

誰もが「居場所と出番」のあるまちづくりを☆★
机上で考えるのではなく、住民のリアルな暮らしに沿った政策で！

中西とも子のお約束

●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！

◆これから負担増になるもの
介護保険料（約２１％～３４％値上げ）
国民健康保険料（約２０％以上値上）

市・府民税（２年後から１０年間）
退職金控除の廃止（来年１月から）
消費税？
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中西の一般質問から
箕面駅前サンプラザビルの活性化と課題
����上もかけた箕面駅前整備。今後も第２弾として
第一駐車場や駐輪場の建て替えが計画されています。
また５年前のサンプラザビルの改装（
公共施設の再配置）

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

ＴＥＬ：７２４－６７０５／FAX：７２４－１５６８

◆“出前報告“やります！

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（＾＾）／

◆中西の活動を支えてください！
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於／西宮市男女共同参画センター

震災被災地の状況や防災、
復興を考えるセミナー
に参加

�
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◆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。

「地域から、おかしいと思うことを声に出
そう」「１人では微力でも、皆でつながって力
を合わせ、声をカタチにしよう！」
と活動し
てから、はや８年に。第１部は、活働報告、会
計報告、次期の活動計画などの質疑と承認、
第２部は参加の皆さんから一言づつメッセー
ジをいただく形での対話の集いを行いまし
た。さまざまな立場や考えの方々との意見交
換で、おおいに盛り上がりました。

中西とも子と
箕面から変えようネット！
第８回総会＆新春の集い
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中西とも子の活動日記から・
・
・（抜粋）

市への相談・苦情・ご意見は、
市民サービス政策課へ

もりおか女性センター長の田端八重子さん
からの支援活動報告では、避難生活のストレ
ス等による配偶者の暴力や、性別を理由にし
た解雇など報道されない被災地の課題は深
刻。パネルディスカッションでは、女性の視点を
活かした防災・
復興のあり方、横浜の「
わたし
の防災力ノート」
の提案など、箕面市での避難
所マニュアルの作成に、大変参考になります。

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

５月２９日（火）
６月 ４日（月）
６月 ７日（木）
６月２５日（月）
６月２６日（火）

には約５�５���をかけました。地階の元スーパーマーケ
ット跡を１��で市が買い上げた分を足すと、１����
上の税金を（
国からの補助金を含め）
使ったことになります。
これまでの投資をちゃんと活かせるのか、税金の無駄遣いに
ならないよう、市の現状認識と活性化策を問いました。

■駅前のサンプラザビルは、費用対効果のある
活用ができているか、反省点はないのか？

)
(

り、市と箕面都市開発 株 の責任は重大です。今後
もこの問題はしっかり追及していきます。

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）
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あなたの“声”が
市政を変えます！

ᾁᾈ

１階の内向きや２階の店舗は、まばらで商業ゾーンとい
うコンセプトが崩れています。また、６階・
７階は貸館とし
て稼働率が高かったのに、「
利益性と活性化」
のためにと貸
床を推進したものの、借手がついたのは２ヶ年程度。今でも
空床のままです。市は、サンプラザは活性化してい

年。長期修繕計画・資

る。貸床も引き続き募集し努力する、“
反省点は何
もない”
という答弁でした

■サンプラ１号館は築

題には答えず。ビルの長寿命化を図るのは重要であ

今後の検討を約束しましたが、長年放っておいた問

市はやっと長期修繕・
資金計画の必要性を認め、

金計画はどのようになっているのか？
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いんふぉめーしょん

５月 3 日（祝）９時～
箕面ピースウォーク＆
憲法キャラバン

㧵㧺㧲㧻㧾㧹㧭㨀㧵㧻㧺

？

お問い合わせにお答えします

今年も
やります
♪♪♪

９時～箕面駅
１０時～芦原公園 １１時～ピースウォーク（ヴィソラ迄）
主催：箕面ピース・ウォーク実行委員会
わたしたちの憲法キャラバン実行委員会

＊＊＊

５月１２日（土）午後２時～
中西とも子の市政報告＆
パワーアップの集い
場所：グリーンホール２階大会議室（市役所本館西隣）
主催：中西とも子と箕面から変えようネット！

ほっと＊サロン♪

５月２３日（水）午後 2 時～
６月１５日（金）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

無料法律相談やってます！（毎月第２木曜１５：００～）
相談員：大川朗子司法書士（大川法律事務所）
事前予約制：０７２－７２５－８３５１（中西とも子事務所）

編集後記

・・・ドッグラン問題はどうなったの？
市の施設に「ドッグラン」
を造る・造らない、というこ
とで、これまで二転・三転
した経緯があります。
「ドッグラン」とは？

犬を引き綱なしで自由に
遊ばせることができる専用
の広場。飼い主同士の交
流の場でもあり、利用の際には、狂犬病や各種
ワクチン接種、しつけができていることなどが、通
常は前提となります。
豊川支所に無料の「ドッグラン」ができる！？
市は、豊川支所内の駐車場を有料化し、民
間に運営を委託。その委託先を決める条件に
「ドッグラン」の管理をあげていました。しかし２４
時間使用可能、管理業者は清掃を担うものの、
利用に関するルール（規約）は何も決まってお
らず、事前に周辺住民の了解も得ていないとい
う有様。トラブル対応について、市は「駐車場の
委託業者の事業だから関知しない」と丸投げ宣
言。「ドッグラン利用者に駐車場を使ってもらえ
れば利用促進になる」 などと説明していました。
近隣住民から非難を浴びて、あっさり撤回
ようやく開催した説明会で、参加者から総ス
カンに合い、ドッグランはいったん凍結に。とりあ
えず選挙が終わるまでそっとしておくということな
のでしょうか？責任をもち、目的やルールを明
確にする、丁寧に話し合う、ということを避けた、
場当たり的な姿勢は改めるべきでしょう。

収支報告
中西とも子
2012年 1月 ～ 3 月単位（円）
【収入】
議員報酬
1,729,500
合 計

＊新年度予算や補正予算の審議、多くの条例、議
会改革の問題・・・お伝えしなければならないことは一
杯あるのに、この紙面で十分にご報告できないのが、
もどかしいデス（>_<）＊今年の花粉は少ない、と思って
いたら、４月に入って強烈に。くしゃみやおハナは言
うに及ばず、目も開けておれない…パソコンに集中で
きず悪戦苦闘。嗚呼、今年も花粉症が恨めしい。（N）

【支出】
所得税
議員団費
積立金（会派）
国民健康保険
国民年金
住民税
中西拠出金
補償保険
生活費･個人活動費
合 計

1,729,500

125,430
9,000
15,000
173,100
44,940
113,700
400,000
10,800
837,530
1,729,500

箕面から変えようネット
20 12年 1 月～3 月 単位（円）
【収入】
繰越金
528,836
中西議員より
400,000
年会費
15,000
カンパ・その他
16,527
合 計
960,363
【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
200,400
27,893
7,812
27,021
171,224
7,317
32,579
0
0
246,117
960,363

