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箕面市議会議員

中西とも子
無所属 「市民派」
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公平・公正・透明性のある市政を求めて
強権政治は時代遅れ。特定の団体への特別待遇は見直しを！情報をオープン
に、ガラス張りの市役所へ。対話をかさねて職員力＆市民力を活かそう！

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！

や、「非開示条項」の誤用が目立

後退し、「情報公開」制度の乱用

このところ箕面市の情報提供が

開示請求対象外」
という回答。故

の手続きから２週間後、「
書類は

求手続きが必要」
という指示。そ

を求めたところ「
それには開示請

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
ＴＥＬ：７２４－６７０５
FAX：７２４－１５６８

◆５月議会のお知らせ（10 時～）
５月２８日（火）
６月 ３日（月）
６月 ６日（木）
６月２４日（月）
６月２５日（火）

意見書・決議案、請願の締切り
本会議
～１１日（火） 各常任委員会
本会議（討論、採決、一般質問）
本会議（一般質問）

☆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。
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中西の一般質問より

ちます。以前は議員が求めた資

意に資料提供を遅らせたか、担

あなたの声が
市政を変えます！
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◆市長の守秘義務違反、「
公益通報」
処理の放置を問う！

料は提供、もしくは閲覧できてい

善策を要求するも「
問題はない」

たものが、やたらと「開示請求」 当課の認識不足なのか。市に改

手続きを求められ、 日後にな

で、市の見識が疑われます。中西

というのみでした。まったく不当

最近では市長宅の新築をめぐ

は今後も追及、正していきます。

らないと見せてもらえません。

る問題で、担当課に説明や書類

１４

◆「
情報公開」
は民主主義、市民参画を映す鏡。後退はダメ！
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２月議会の締めくくりになる３月２６日と２７日の、本会議での一般質問を
傍聴しました。 今議会でも、市長が自宅を新築した際に、市の行政指導
に従わなかった一件が、大きな問題として取り上げられました。
共産党の名手議員がこの問題を追及し、傍聴席からも「市長、座っとっ
たらいかんが」の声がかかりましたが、市長は、自身の問題であるにもかか
わらず部長を答弁に立たせ、部長は、実態に明らかに反する矛盾した答
弁で強引に押し通しました。
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中西議員は、この件に絡んで一市民からの｢市民相談｣を、市長が守秘
義務を怠ってブログで公表した件について、また市職員有志などからの
「公益通報（内部告発）」が規定に従って取り扱われなかった件について
鋭く追及していました。しかし、市民の人権に直接にかかわるこの重大な
問題についての質問に対して、理事者側は冷たく突き放す答弁に終始し、
再質問でもその姿勢は変わりませんでした。
市民の負託を受け、市民を代表して質問している点では市長支持会派
の議員であろうと、是々非々的な立場の議員であろうと同等なはずです。
しかし、理事者側の答弁は両者を明確に区別し、議長もそれを容認してい
る有様にはいささか驚きました。
市長個人を擁護するために、事実をねじ曲げたストーリーが作り上げら
れ、市当局と議会の多数が結束してこれを守り抜くという、恐るべき機構を
目の当たりにしたとの感を深くした議会傍聴でした。
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に。事前に関係市民に情報提供されず、議会の
同意もないまま進められました。駅前商業者の
あらたな換地用地は線路沿いで、建築にはセット
バックが必要で極めて不利な条件。市は一部の住
民に便宜をはかるのではなく、地域住民間の融
和とまちづくりに配慮を。説明会と協議の場を
求め、実現に至りました。今後も見守りが必要。

◆不透明で公正・公平でない補助金給付

･
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市は民間の事業に補助金を出していますが、一
部の団体に対しては、提出書類（
実績報告書）
に
本来必要な領収書添付を免除しています。この
ような特別扱いをしている自治体は稀で、近隣
市のなかでは「
ありえない」
公金支出の運用とな
っています。中西は今後も強く改善を求めます。
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◆箕面駅前駐車場・駐輪場の整備 ＰＦＩ方式が
決定。しかし費用対効果の詳細は議会に示されな
いまま、確定。本来、ＰＦＩ方式の採用は、費用対
効果の精査が重要です。また、新設の駐車場は観
光バスが駐車しない計画。「
バスは環境に悪い」
「
大
日駐車場を使えばよい」
と市の見解。駅前周辺の
商業施設への観光客の回遊性はどうでもよいの
か？大いに問題であると指摘し、再考を願って条
例・
予算には反対。
◆桜井駅周辺整備 箕面土地開発公社が、駅
前整備の換地用に購入した用地を、個人の区画整
理事業（
店舗付きマンション建設）
に転用すること
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被災地へ
赴き、報道されない現場の生々しいレ
ポートや、日頃からの耐震、防災の心構え、知識
など「
目からウロコ」
の情報が満載のセミナーでし
た。女性やこどもの目線、高齢者や障がい者の生
活に沿って行政、市民、民間の役割が整理され、
たいそう勉強に。女性の視点を防災に、と提案し
続けており、ぜひ箕面で取り入れていきたい！

於／とよなか男女共同参画推進センター

講師／国崎信江さん

「
わたしの防災プロジェクト」

すてっぷセミナー
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中西とも子の活動日記から・
・
・（抜粋）
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中西とも子と箕面から
変えようネット！
市政報告と新春の集い

まだまだ寒い日でしたが、初めての方や、お子
さん連れのご参加など、新鮮で和やかな集いに。
１部は 月議会の報告をおこない、北急や箕
面駅前駐車場等の整備、教育、議会や市政のあ
り方など、多岐にわたる質問やご意見をいただ
きました。２部の新春の集いは、参加者どうしの
交流やプロ並みの隠し芸で盛り上がりました。

於／市民会館・
大会議室
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２０１３年
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いんふぉめーしょん

５月３日（祝）午前９時～

ＮＥＷＳ！

今年も
やります
(^^)／

？

憲法キャラバン＆箕面ピースウォーク
９：００～箕面駅前
１０：００～芦原公園（音楽やリレートークのミニ集会）
１０：４５～ヴィソラまでピースウォーク
主催／憲法キャラバン実行委員会
５．３ピースウォーク実行委員会

５月 10 日（金）午後６時３０分～
「個人情報は筒抜け、なりすまし被害続出？！」
～マイナンバー（共通番号）について考える～
講師：白石 孝さん（反住基ネット連絡会）
場所：千里公民館(千里中央)第３講座室
主催：いやです！管理・監視社会 北摂ネット

５月 18 日（土）午後２時～
中西とも子と箕面から変えようネット！
～総会＆講演会の集い～
講演：「改憲草案」は明治憲法に逆戻り？～現憲法との対比
講師：服 部 良 一さん(元衆議院議員)
場所：市民会館・会議室（市役所本館の西隣り）

ほっと＊サロン♪
５月 １５日（水）
６月 ２８日（金）

午後 2 時～
午後 2 時～

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

お問い合わせにお答えします

市役所の電気代はどうなってるの？

５月から電気料金が
値上げになります。家庭
の平均的な負担は、約５
５００／年のアップといわ
れていますが、オール電
化の住宅や商店にとって
は影響が大きく悲鳴が。
さて、箕面市本庁舎の昨年度の電気使用量は約
106 万 Ｋ Ｗ ／ 年 で 、 電 気 料 金 は １ ， ９ ２ ９ 万
２千円。今回の値上げで料金単価が２円７２銭アッ
プ、全体で２割弱の値上げになるとか。クリーンセンタ
ーほか市の全施設を合わせた総額は把握できていな
い、とのことです。電力自由化で、関電以外の特定規
模電気事業者（ＰＰＳ）からの電気購入が可能。この
活用で２７％の電気代を節約した自治体もあります。
箕面市では消極的ですが・・・中西は脱原発の視点
で、今後も全庁の電気料金削減を提案します。
ちなみに関電の役員報酬は、削減後２１００万円
に。国が求めた額に３００万円上乗せしたそうです。

法律＆何でも相談
普段の暮らしや職場で、不安なこと、
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／毎月第２「土曜日」に
なりました（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

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
＊今年も花粉症を相手に孤軍奮闘。事前の策も功を奏さ
ず（＾＾；＊ストレスに強い体質改善めざし、食事療法に
挑戦中＊２月議会は予算や条例ほか沢山の議案を
審議しましたが、全てを伝えきれず(>_<)＊双方向の
紙面づくりで、声欄を大きくしました。求む・声！（Ｎ）

無料

０７２－７２５－８３５１

収支報告
中西���
2013年1��3�【3���】 単位（円）
【収入】
議員報酬
1,720,200
合 計
1,720,200
【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

126,360
9,000
15,000
173,100
45,120
148,500
600,000
12,000
591,120
1,720,200
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2013年1��3�【3���】単位（円）
【収入】
繰越金
476,967
中西議員より
600,000
年会費
10,000
カンパ・その他
27,493
合 計
1,114,460
【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
221,200
24,326
7,812
29,750
144,019
29,965
12,138
7,300
347
397,603
1,114,460

