市長の自宅建築について、
ルール違反が発覚
月議会で紛糾！ 市民からの告発も。

！？
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●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！

いばかりか、川や下水溝への垂れ流
しが発覚。復興はおろか住民の命を
守るはずの行政がこの期に及んでも
まともに機能していないことに、苛
立ちを覚えます。
月末に大阪・
舞州工場で行わ
れた汚染ガレキの試験焼却（
１００
トン）では、微量ながらも空間放射
線量が増加。大阪市は原因はわか
らないと曖昧にしています。２月か
ら本格焼却が決行されると３６０
倍もの汚染ガレキが燃やされます。

独自で４ｍ幅道路の確保に努めた
行政指導を行っています。大半の市
民はこの指導に従い、新築時に敷地
を後退（セットバック）してきまし
た。しかし市長は自宅の建築時に
法律はクリアしたものの、箕面版の
ルール（
行政指導）
には従わず。
自宅を後退しなかったことを
正当化する為に、ルール変更？
委員会で追求を受けた市長は、ル
ールを見直すと居直る答弁。

月 日付けで、市民からも
箕面の道路・
建築・
開発行政に影響
市長を告発する 公｢益通報 が｣！
首長としての姿勢が問われる
この告発を受けた直後、市は公
箕面市では、防災対策の観点か
ら、建築基準法よりも厳しく、市 益通報処理委員会に報告するより
先に議会に対し「
指摘の道路は単な
る空地。行政指導の必要はない」
と
驚く説明に転じ、火消しに奔走し
ました。しかし該当箇所は 月、
市民相談に対し、「
行政指導が必要
な道路」と公文書で回答していた
事実が発覚。つじつまが合わなくな

新年に、改めて政治の使命や 無責任行政がまかり通っていま
す。住民の命や暮らしを守るた
責任をかみしめる
めに何をなすべきか。あらためて
日本国憲法の草案にかかわったシ
肝に銘じ、行動してまいります。
ロタ・ゴードンさんが年末に亡くな
られました。女性はもっと政治参加
グレーを白と言い切る“
ご都合主義”
の答弁にビックリ！
すべし、との生前の言葉を思い起こ
します。
東北大震災では３２万人以上の
方々が未だ避難所生活を余儀なく
されています。除染の目処が立たな

中西とも子のお約束
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では、市の信用も失墜します。

に責任を押し付けた格好ですが、これ

いだった」と言逃れ答弁。建築指導課

ってきた市は、こんどは「回答は間違
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Ｔｅｌ／Ｆａｘ ０７２－７２５－８３５１
◎郵便振替００９４０－８－２６７５７９
〒５６２－０００１ 箕面市箕面２‐１‐３４（みのおサンプラザ北向い）
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発 行 ：中 西 とも子 と箕 面 から変 えようネット！

第 49 号

無所属／市民派

中西とも子
箕面市議会議員

議会報告
ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！
2013 年 新春号

～根っこからクリーンに・支えあえる元気なまちに～

元気に！とも子議会ニュース
HP http://homepage3.nifty.com/nakanishi_tomoko/

E-mail: minonet-tomoko＠nifty.com
Facebook：http://www.facebook.com/tomoko.nakanishi.549
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民協働で進めるのなら、一部の地権
者だけでなく、全体を見渡した支
援・
協力のあり方を模索するべきで
しょう。早急に、地域へ
の説明責任や
市民合意について要望しました。

桜井駅前に、約２０００㎡のビル
が建設される予定です。この区画整
理事業に市が協力し、駅前広場用
地の代替地として取得していた土地
が活用されることに。しかし、周辺
地域への事前説明がないままに進め
られていたり、地域で人気の商店な
どへの支援策がないなど、問題があ
ります。駅前全体のまちづくりを官

駅前広場用地の代替地として
購入した公社の土地を編入

桜井駅前の整備
民間の区画整理事業 による
ビル建設に市が協力

議会トピックス （抜粋）
●駅前開発

億円の債務負担行為）

箕面駅前駐車場・駐輪場
の建て替え・修繕
（
約

かかっても、市民・行政・事業者が協
働で進めるべきです。ＰＦＩ方式が有
功か、しっかり精査が必要。また駐車
場・
サンプラザ間に連絡通路をつくる
計画です。それが活きるようサンプ
ラザの活性化に本腰を入れなければ
税金のムダ遣いになりかねません。そ
こで市に、①サンプラザ活性化に今ま
でとは違う決意で取り組む②駐車場
や周辺整備、店舗計画などについて市
民への十分な説明会や声 を聴く機
会、などを求め確約を得ました。

駅前第一駐車場と駐輪場の建て替
え、第二 駐車場 の修 繕が民 間の資
金、ノウハウ活用（
ＰＦＩ方式）
で進め
ようと準備中です。現在、事業者か
らの問い合わせが終了し、提案を待っ
ている段階。第一駐車場１階部分に
は店舗などが予定されているため、
民間丸投げにならないよう、手間が

１２

●
●教
教育
育
箕面市の教育が
大きく変わろうと

学童し
保て
育いが
ま変
すわ
。る？
学校の敷地を塾に提供？
福祉的な位置づけで実施されてい
る学童保育が「
新放課後モデル事
業」として形を変えようとしてい
ます。従来、保護者から学童保育
で宿題を見てもらえたら・・・とい
う声はありましたが、今回の市の
方針はそれを越えていて、学力や
体力向上等のプログラムを作成
し、民間に委託して有料で教える
というものです。おやつをどう扱
うのかも未定。 まだ具体的な内
容は決まっておらず、見切り発車
状態です。学校現場や子どもた
ち、
、保護者
ち
と丁寧に話
し 合 い、
元々の福祉
的な目的を
損なわない
よう 、注意
が必 要 で
す。

箕面版 学力・体力テスト
と生活状況調査は、
子どもの豊かな育ちに
役立つか？

国が実施する全国テスト（生活
状況調査含む）以外に、箕面市独
自に公立の小中学校で、統一テス
ト（学力・体力・学習状況）を行
うことに。これは毎年、全学年で
実施されます。業者は問題作成、
採点、分析まで一手に引き受けま
す。本来なら担任教員が、各学
級・教科で行う日々のミニテスト
を活用し、個々の子どもたちの苦
手な部分を把握する方が細やか

な指導に役立つと思います。高い
点数を取ることが目的化される
のではないかと危惧します。

小学校の校長・
副校長に、
市の職員が就任

教職経験のない市の職員が管理

職として２校に配置されることにな

りました。市長の教育介入が進み

そうに思えてなりませんが、現場の

声を聴きながら、子どもたちが主

役の学校づくりを要望します。

一般質問から （抜粋）
「指定管理者」の
評価について

の指定管

指[定管理者制度 ] 公の施設の管理は従
来、直営か外郭団体に限定されていたが、２
００３年に企業やＮＰＯなどが代行できる制
度が施行。サービス向上、効率化が目的。

価会議が公開で行われました。しか
し、事前に会議日程が公表されなかっ
たため傍聴できなかったとか、利用者
アンケートの数が極端に少ないとか、
事業会計の資料が不十分なのに、評価
員がその問題には触れないなど、最初
から結果ありきの（出来レースのよう
な）
評価会議がいくつもありました。

評価制度の改革で、見える化を

★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。

ＴＥＬ：７２４－６７０５／FAX：７２４－１５６８

利用者市民や第三者による
公平・
公正・
適正なチェック機能を
指定管理者制度は、ＮＰＯ法人な
どの市民が地域の施設管理や事業に
参入できるというメリットがありま
す。しかし一方で、「企業努力」で得
た利益は指定管理者の収益となるた
め、サービス低下や従業員の処遇悪
化が心配されていました。また「
法人
の利益を守る」
という隠れみので、事
業会計資料が公開されないなど透明
性の問題も。
施設を

度、市では初めての第三者による評

公益通報制度について

市への相談・苦情・ご意見は、
市民サービス政策課へ

２月１５日(金)
２月２１日(木)
３月 ５日(火)
３月 ６日(水)

あなたの“声”が
市政を変えます！

●連絡先●
中西とも子事務所
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？

〝出前出張″
やります！
中西が皆さまの元へ
訪問し、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。
お気軽に声をかけ
てください。

７２５－８３５１

①各施設の特性に応じて、分かりや ●その他
すい評価基準を設け、客観的評価を
市役所サービスについて
見える形で行う②利用者アンケートや
土曜日の窓口業務開設へ・・・中西ら
会計資料などを市や施設で公開③評
の提案・要望がついに実現。まず、本
価結果を広報誌、各施設、市役所（ホ
館１階の窓口や国保年金、介護・福
ームページ含む）
で公表、などを提案・
祉医療の各課、別館２階の子ども部
要望し、いくつかは実現の方向へ
。
から試行。今後は委託業者に無理な
しわ寄せとならないよう、注視して
いきます。
議会改革に向けた「
準備会」
が始動・
・
・
無所属議員（
３人）
も代表者が参加で
きることになりました。要望していた
全員参加には及びませんが、改革に
向けた一歩が踏み出せることに。
告」
が定められているのに、その前に議
会に対し弁明が行われました。また、
処理委員会のメンバーは副市長や各部
の部長クラスです。通報対象が市長の
場合など、外部の委員が望ましいと質
しましたが「必要なし」との答弁でし
た。今後も改善を求めます。

ＴＥＬ：７２４－６７２３／FAX：７２３－５５３８

意見書・決議案、請願の締切り
本会議（施政方針および予算編成演説ほか）
本会議（各会派代表質問）
本会議（各会派代表質問、当初予算、
補正予算等説明・質疑・付託ほか）
３月８日（金）～１３日（水） 各常任委員会
３月２６日（火） 本会議（各委員長報告・討論・採決・一般質問）
３月２７日（水） 本会議（一般質問）

議会への要望・陳情などは
議会事務局へ

形式的な評価会議はナンセンス！
箕面市では
３０

理者が管理・運営しています。今年

３９

１面でも報告しましたが、市にお
いても、法律を守り不正を無くすた
めの「内部告発」制度があります。
月議会のさなか、市長宅の建築
をめぐって、通報がありました。市の
要綱では、「
処理委員会の設置と報
１２

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！
議会＆活動報告
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２月議会のお知らせ （いずれも 10 時～）

2013 年

新春号

ＴＯＭＯＫＯ

ＮＥＷＳ！

いんふぉめーしょん

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

？

お問い合わせにお答えします

市役所の正面に交番を置くって本当？

２月１１日（祝）午後２時～

中西とも子と箕面から変えようネット！
―市政報告＆新春の集いー
２時００分～１２月議会の報告
３時００分～新春の集い
場所：グリーンホール（市民会館）会議室

２月３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）

２月７日（木）午後２時～５時
精神保健福祉ボランティア講座

～こころの病の基礎知識～
場所：障害者福祉センター ささゆり園
申込先：地域活動支援センター パオみのお
電話＆ＦＡＸ ０７２－７２６－７８００

ほっと＊サロン♪
２月 １３日（水）
３月 ２９日（金）

午後 2 時～
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
＊２０１３年の幕開け。国も地方も課題は山のようにありま
すが・・・くじけずに前向きに！ ＊ 事務所の財政難対策で
今号は手刷りに。デザインも若干リニューアル。少々荒い印
刷はご容赦ください＊例年、悩みの種の花粉症。今年は 1
月から治療対策・・・先手必勝でのりきりマス（＾＾）／ （Ｎ）

市は、牧落交番を市
役所の東南の角地に移
設を計画しています。そ
こには植栽や池、寄贈さ
れたオブジェなどに囲ま
れた小道があります。
市は交番を移転させる目的について「市役所の安
全の拠点としての機能が高まる」とか「（交番）跡地が
有効活用できる」などと説明しています。しかし、市役
所の“顔”ともいえる場所に、現在のたたずまいを壊し
てまで交番を設置する必要があるのか、疑問を感じ
ます。
市役所
また、跡地（約７７５㎡）は定期
借地として「メインストリートにふさ
わしい土地活用」をはかるという
ものの、明確な構想はありません。
ちなみに、市役所の敷地内に
コンビニ
交番を設置している市町村は無
交番
し、とのことです。

法律＆何でも相談

無料

普段の暮らしや仕事で、不安や
困ったことはありませんか？
ひとりで悩まないで一緒に考えましょう。

法律相談／２月１４日（木）15：００~
（毎月第２木曜日です／事前予約制）
相談員：大川朗子司法書士

何でも相談／随時（事前連絡お願いします）
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
2012年10月～12月単位（円）
【収入】
議員報酬
1,830,000
期末手当
1,482,300
年末調整
156,131
合 計
3,468,431

箕面から変えようネット
2012年10月～12月単位（円）
【収入】
繰越金
435,086
中西議員より
800,000
年会費
3,000
カンパ・その他
8,850
合 計
1,246,936

【支出】
所得税
議員団費
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

【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

410,334
9,000
173,100
44,100
148,500
800,000
12,000
1,871,397
3,468,431

240,000
230,000
＊ 15,122
15,099
31,510
220,078
5,280
500
0
9,347
480,000
1,246,936

＊光熱費 誤 15,122→正 18,155 繰越金 476,967

