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箕面市議会議員
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�っこからク��ンに。�えあえる��なま�に！

無所属 「市民派」
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本会議場で「嘘」の答弁！
問われる「議会軽視」と「市のモラル」

進捗を問う

市の答弁

専門的なノウハウを有する数社の中から
業者を選定し、昨年８月に委託契約を締
結した旨、報告を受けています。

市のＨＰ

長期修繕計画の作成を数社に依頼した
が、現在の管理委託会社以外の会社か

箕面都市 ら作成できない旨の報告がありました。設
開発(株)

立から 30 年以上経過したビルに対し、

との連絡 責任をもった長期修繕計画が作成できな

)
(
件の議

会議概要

いとのことです。施設担当者が下準備を
して現委託会社に資料提供し、作成でき
るよう進めています。（８月２３日）

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！

「
政治」
をあきらめないで！

（質問）

ている内容とまったく異なる答弁が行われ
ました。再質問で、おかしいと質したが市
は答えず。議長も権限があるのに、知らん
顔でした。市や議会の姿勢が問われます。

◆６月議�（６月３日～６月２５日）

案のうち（９件は報告のみ）
、中西は４議案に反対

／報告案件（箕面都市開発 株( の)経営状況報告）
について、質疑・再質疑を行いました。

サンプラザビル１号館の長期修繕計画の

このニュースを編集している時は参議院
選挙の真っ最中。マスコミ各社のアンケート
では、有権者はこの国の将来像よりも目先
の景気？に関心が高い傾向のようでした。
病むほどに苦しい職場環境や、安心し
て歳を重ねることができない不安。孤立と
ストレスが交差するいじめや虐待の背景。
誰もが自然と共に、のびやかに暮らすこ
とが何故かなわないのか。ＧＤＰ第３位と
いう生産性がありながら、本当の意味で
の豊かさや幸福度が得られないもどかし
さがつきまといます。
いまこそ、ひとりひとりが政治に向き合
って欲しいと強く願います。

「
歴史」
に学び、未来に活かそう！

橋下発言問題は国内はおろか、海外ま
で波及しました。歴史を未来に活かしてい
くために、事実を受け止めねばなりませ
ん。箕面市議会では、「自虐史観」という
単語で、歴史から目を背けることが正し
いというような論調が強くなりつつあり
ます。この国の住民の選択を世界が見つめ
ています。なお、私は、敗戦後に得た日本
国憲法を誇りに思っています。憲法理念
を変えず、とことん活用すべきです。

「
嘘」
の答弁は何のため？

さて、６月議会では、箕面都市開発 株
に関わる質疑のなかで、市がＨＰに公開し

４１

中西

厚労省は６月 日、「
積極的には勧めない」
とこれまでの方針を変えた！
ワクチン接種後の重い副作用が多発したため、国
は、「
積極的に接種を勧める」
方針を返上。箕面市は
この４月、中１女子に接種を勧める案内を送ったばか
り。しかし、市のＨＰや公報紙７月号に小さな記事
を載せる程度で、個別には案内しないという。ワクチ
ン接種をする・
しないは個人の判断なので保護者は
悩ましい。効果とリスクを丁
寧に説明すべきと要望。
また、学校教育の場で性教育
の重要性を質し、今後しっかり
取り組むという答弁を得まし
た。さらに検診で１００％防
げるため、検診体制の充実・
改
善策を提案、要望しました。

子宮頸がん・
・
・性交渉による感染で、子宮の入り口付近にで
きる。主な原因のウィルス（
ＨＰＶ）
は 種類あるがワクチンで
防げるのは 型・ 型の２種類だけ。この２型の感染率は約
１．５％だが、うち９割は自然排出されるので、持続感染率は
０．１５％。９９．９％は悪性がんにはならないとされている。

まちの再生を求めていきます。

進めているなど、言語道断。今後も地域住民を含めた

ーンホール）
を適切な手続きを経ないまま移転計画を

まちづくりはゼネコンに丸投げし、市の文化施設（
グリ

冷静さを欠いた行為といえます。また、今後の船場の

だ）
さずに“
悪いのは国循側だ”
と市に同調した議会は、

や「
出来レース」問題を議会に隠していたことを質（た

透明」
と国循に抗議するのは筋違いといえます。まして

ができなかったことを棚上げして「
公平・
公正でなく不

になって市長が「
出来レースだった」
と暴露。土地の確保

に軍配が。箕面市民にとっては残念な結果でしたが、今

２年近くを費やした誘致合戦は、残念ながら吹田市

国立循環器病研究センター誘致問題で、
議会も市に同調し、抗議文を決議

１５

６月議会トピックス（
抜粋）
秋田（全国テスト１位）へ１５０人視察は必要か？

はノーコメントの１点張り。今後も改善を追求します。

４月から、議会改革検討会議が
発足。 私たちの提案が認められ
日（
木）
の午後２時～場

「
公開」
で開催されています。次回
は７月

意見交換会の開催

所は市役所３階・
委員会室です。
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議会報告会の開催

挫きます。５月に公益通報の運用状況が市のＨＰに

に。市民や職員内部からの告発を拒絶すれば、制度 で、要綱に定めてある「
内容」
は記載されず。市は「
公益
の形骸化を招き、内部浄化を志す職員さんの心を 通報ではないが参考に載せた」
と答弁するだけで、理由

昨年から、市の「
公益通報制度」
の運用面が問題 掲載されましたが、通報２件、不受理２件とあるだけ

「
公益通報」
問題、
市は、つじつまが合わない答弁に終始

１６

議員間の自由討議

北小校区の
「
危険個所・
問題個所点検」
に参加

常任委員会の放送・放映

「
政治介入」
？ 箕面らしい教育が変わる

２５

請願・要望書・陳情書の在り方

すでに昨年から今年にかけて３９人が秋田を視察し
ており、約９２０万円かけて、さらに１５０人も同じ
学校を見に行く必要性があるのか疑問。現場では予算
があるなら「
加配教員」
を増やしてほしい、との声も。
秋田には塾がなく、３世代同居という家庭環境を
活かした教育体制です。一方、障がい児教育や共生教
育は箕面が進んでおり、地域に応じた教育をめざすべ
き。さらに「
無言清掃」
で規律アップを図るといいます
が、豊かな心を育めるのか、とても気掛りです。
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中西とも子の活動日記から・
・
・（抜粋）
�
��

一問一答式（一般質問、代表質問）

地域の青少年を守る会が中心にな
って、通学路の危険個所などをチェッ
クし、市や警察に改善策を求める活
動が毎年つづけられています。
「
一旦停止の道路標示のうすれ」
「
植木が繁り道路からの見通しが悪
い」
など、見落としがちな所を子ども
の目線で確認。改善されるまで追っていきます。
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声・
声・
声・
・
・
Ｑ
市役所は全館禁煙のはずなのに
、３
階には喫煙室がある。また庁舎の玄関に灰
皿を設置してあるが、入口は誰もが通る場
配慮を望む。箕面駅前ロータリー
所なので、
喫煙者が多く、
が禁煙区域と聞いているが 、
市の職員も見て見ぬふり。何とかすべきだ。

中西 受動喫煙の防止は、健康増進法第
条に定められていて、多数の人が利用す
る空間は原則的に全面禁煙であるべきとい
うのが国の方針です。３階の喫煙室の撤去
について、これまでも議会で議論してきまし
たが、存続を強く願う議員会派の多数決で
現在に至っています。
禁煙に力を入れれば、受動喫煙を防ぎ 、
ひいては医療費の抑制にも繋がります。ご
指摘を踏まえ、再度
市に提案します。

Ｑ

介護予防策に、もっと力を入れて欲し
い。介護サービスの給付費や医療費の抑制
にもなるのだから。

中西 おっしゃるとおりですね。今後は高
齢者の割合が増していきますから、できる
だけ元気に、また地域に貢献いただける人
材として「
予防」
と「
まちづくり」
の観点から
政策的に取り組むべきだと考えています。
介護予防策は、運動や認知症予防の講座だ
けではなく、日常的に地域社会の一員とし
て活動できる仕組みのなかで自然と培われ
るよう工夫されるべきです。また、単身世
帯が増える傾向にあります。孤立しないた
めの前向きな提案をしていきます。

Ｑ

以前から話題になっていた市役所
東南角に交番をつくる、という件の進捗
は？景観上、現状の植栽は大切にしてほし
い。交番も現在地のままが良いと思う。

中西 何度か市に確認していますが、「検
討中・
調整中」
とのこと。具体的なスケジュー
ルも未定とのこと。引き続き、市民の声を市
へ
伝えてくださるようお願いします。

☆決算審査・役員選出の日程は市長の都合による
☆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。

休日・夜間の議会
☆課題の大半は中西らが提案して
いた内容が実現したものです。みな
さまのご意見もお聞かせください。
今後の協議に活かしてまいります。
電柱に貼ってあるナ
ンバーで、場所が分
かります。いざという
時警察への連絡に。

議会改革のテーマ

２５

８月２９日（木） 意見書・決議案、請願の締切り
９月 ４日（水） 本会議（条例、補正予算等上程）
９月 ６日（金） ～１１日（水） 各常任委員会
９月１８日（水）２０日（金）２４日（火）２５日（水）
決算審査（各常任委員会）
１０月７日(月) 本会議（討論・採決・一般質問）
１０月８日(火) 本会議（一般質問）
１０月９日(水) 本会議（役員選出）
１０月１５日(火)～１７日(木) 本会議（役員選出）

１８

反問権を認める（議会での質問は
議員だけに認められているが、理
事者側にも与える）

!?

三月ごとに、各市の市民派議員がもちまわりで
勉強会を開催。市民の参加もＯＫで、毎回４０～
５０人が集い、研修や意見交換を行っています。こ
の日は、①児童虐待②原発事故子ども被災者支
援法③認知症予防をテーマに施策を学びました。

◆９月議会のお知らせ（いずれも 10 時～）

肩の筋肉注射で強い痛みを伴う

１４

「
近畿市民派議員交流・
学習会
長岡京市」 に参加

１７

於／長岡京市中央生涯学習センター

ｉｎ

６月議会＆活動報告
２０１３年
ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！

２０１３年

7月

ＴＯＭＯＫＯ

いんふぉめーしょん
７月２１日（日）午後２～
中西とも子の
市政報告＆井戸端会議

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

お問い合わせにお答えします！

オレンジゆずるバスは「介護保険料」で走ってる？
お気軽に
お立ち寄
りください

場所／文化・交流センター４階会議室１
主催／中西とも子と箕面から変えようネット！

８月 1１日（日）～８月 1７日（土）
「東北被災地の子どもたちを北摂に招く

保養プロジェクト」いよいよ開催へ！
☆放射能汚染を気にかけない地域で、心身のリフレッシュを！
☆カンパ活動にご協力いただき、ありがとうございました。おか
げさまで、６月末現在で、２４名（３歳～高１の子どもと保護者）
の方々を北摂に招く予定です。
さと

場所：わくわくの郷(国立循環器病研究センター南）
主催：被災地の子どもたちを招く北摂市民の会
連絡先：０９０－２０６１－５８０５（もりおか）
★引き続きカンパを受け付けています。

郵便振込口座 00940-6-164460

ほっと＊サロン♪
７月 ２８日（日）
８月 ２１日（水）

ＮＥＷＳ！

午後 4 時～
午後 2 時～

場所：中西事務所（サンプラｻﾞ 1 号館北向い）

テスト走行を終えて、 ４月からの
平日は本格的な運行になりました。
パターンダイヤの採用で、時刻が
分かりやすくなり、運行ルートも変わ
って「便利になった」という声がある
一方で「バス停が無くなった」「遠回
りになった」「夕方以降が不便」「安
くない」などの意見も根強いです。
とくに休日の便が 「買い物」用
となり、不満の声が続出。今後、改善策の必要を感じます。
さて、����バス��の��ですが、７０歳以上の利用者
が多いことから、市は乗車賃の高齢者割引分を「介護��
�」の介護予防事業費から割り当てることにしました。「バス
利用は介護予防に役立つ」という理由です。ならば「阪急バ
ス利用者にも減免措置があってもよいのでは？」と委員会で
質しましたが、答弁はなし。本来 M バスにあった「福祉的視
点」が高齢者や経済的弱者には適用されないことになりまし
た。弱い者には厳しい政策であり、今後も追求し、対案を出
していきます。みなさんのご意見もよろしくお願いします。

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

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
＊ 梅雨のジメジメ・ベタベタとした部屋のなかで編集作業は
遅々として進まず・・・どうしたら分かりやすく、読みやすいニュ
ーになるかと悪戦苦闘。 ＊ この５１号の編集中に参院選が始
まりました。マスコミでは与党の露出度が高く、よもや報道操作
か？と思わせるような偏りよう。情報の大切さを改めて痛感。
今後も独自の調査で、「隠れた」情報提供に努めます(^^)（Ｎ）

０７２－７２５－８３５１

収支報告
中西���
2013年4��6�【3���】単位（円）
【収入】
議員報酬
1,720,200
期末手当
1,290,150
合 計
3,010,350
【支出】
所得税
議員団費
積立金（会派）
国民健康保険
国民年金保険
住民税
中西拠出金
補償保険
生活費･個人活動費
合 計

363,463
9,000
15,000
192,400
45,120
150,300
600,000
12,000
1,623,067
3,010,350

������よ�����
2013年4��6�【3���】 単位（円）
【収入】
繰越金
397,603
中西議員より
600,000
年会費
76,000
カンパ・その他
67,491
合 計
1,141,094
【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
238,000
14,896
0
31,194
198,150
3,777
5,010
16,000
18,416
375,651
1,141,094

