ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！

２０１５年 春号 ２月（３月）議会報告
根っこからクリーンに。支えあえる元気なまちに！

箕面市議会議員

２０１５年

中西とも子

春号

ＴＯＭＯＫＯ

ＮＥＷＳ！

いんふぉめーしょん

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

中西とも子の活動記（抜粋）

無所属 「市民派」

元気に！とも子議会ニュース

◆５月３日（日）

第 57 号

９：００～箕面駅前
１０：００～芦原公園１１：００～ピースウォーク出発（萱野まで）
１３：００～キューズモール １４：３０～千里中央
１５：３０～梅田ヨドバシカメラ前

発 行 ：中 西 とも子 と箕 面 から変 えようネット！

１億６０００

●北急駅周辺整備／交通広場の検討、都市計
画道路の整備、船場駅の設計、グリーンホール
移転計画など。全体像が見えず、全整備予算も
不明。周辺のまちづくりなど市民参画もまだない。

教育長の
報酬増
６３００

１１５０

２７億３００
１８億２６００

４２

２

２４

５０

４８

市役所は市長の独壇場、職員は委
縮、市民の関心もいまひとつ？

2

強いリーダーシップは行き過ぎると民
主主義が機能せず、職員のモチベーション
も下がります。今こそ「住民が主役のま
ちづくり」
を是非、ご一緒に！

◆ 月（
３月）
議会（ 月 日～３月
日）
予算・
条例・
意見書などの議案
件、請願１件、諮問１件（計 件）のう
ち、中西は 件に賛成、８件に反対●２
件の討論（請願「介護保険料に関する請
願」
①値上しないで②他市のように低所
得層へ
の減免を、に賛成、特別会計介護保
険事業費予算に反対）●一般質問は「
介
護保険制度の新制度移行について」
「
障が
い者が自立した生活を営むための支援に
ついて」
の２項目。社会保障と福祉について
市の取り組みを問い、提案しました
２６

１０

コンク
新年度予算もハード整備
（リ
ート ）重視、

●英語教育／小学校で実施する１５分に、読書
活動だった時間を充てるのは問題。中３までに英
検３級５０％取得、という目標もいかがなものか。
英語助手の住宅整備費含む。
●新教育委員会制度と総合教育会議／首長（市
長）の教育への介入が一段と進むことに。
●彩都の丘学園増築（設計委託）／今後１０年間
で、児童生徒数１９００人（５３学級）の見込み
●学力保障・学習支援事業／長期間欠席してい
る子に、民間委託で学習支援サポーターを派遣
（所管は健康福祉部。教育委員会との連携は大
丈夫？学生サポーター４０人→８０人に。スキル
は大丈夫？
●待機児童対策／認可外保育所の認可、認定
こども園、小規模保育事業、質の確保は？

３６００

何 でも トップダウン先行 ！これでいいのか箕面の行政 。
職員 もやる気 を失う悪循環！

４億６４００

箕面市の財務指標は良好だけど・
・
・

●市立病院の経営改革／人材確保と（施設整
備）、リハビリ一般会計からの経常繰り入れゼロ
に。議会では黒字化を求める声もあったが、無駄
を省き、黒字を目指すのではなくよりよい市民に
よりそった医療をめざしてほしい。
●オレンジゆずるタクシー／利用枠の拡大は良
いが、これまで利用の重度障害の方へのサービ
スが後退しない配慮を。

という視点や支え合う共生のまち
づくり理念もが見当たりません。今
後しっかり提案していきます。

約（万円）

２月（
３月議会）
では、委員会は予
算審議なのに、あっさり終了。一般
質問す る議員はわず か 名でし
た。市長提案を絶賛する議員が多
く、議会のチェック機能が十分果た
せているのかと、疑問です。

施策について

新年度予算は、一般会計４１９
億円（
前年比２．１％増）
市税収入
は２２６億円（
同０．９％増）市債
（借金）は２６億円（同７２．５％
増）となっています。ハード整備は
必要なものもあり、一概に駄目と
いえませんが、市長の施政方針には
「
市民参加、男女協働参画、人権」

―今年度の箕面市はこんな感じです（超抜粋）―

ソフト面（ 人・まちづくり ）軽視型

〒５６２－０００１ 箕面市箕面２－１－３４（みのおサンプラザ北向い） Ｔｅｌ／Ｆａｘ ０７２－７２５－８３５１ e-mail:minonet-tomoko＠nifty.com
Facebook： http://www.facebook.com/tomoko.nakanishi.549
HP: http://homepage3.nifty.com/nakanishi_tomoko/
Ｂｌｏｇ: http://ameblo.jp/tomoko-blog/ ◎郵便振替 ００９４０－８－２６７５７９ （中 西 とも子 と箕 面 から変 えようネット！）

私たちの憲法キャラバン
＆箕面ピースウォーク♪

今年もやりま
す！お気軽に
ご参加くださ
い(^.^)／

◆５月２３日（土）１４：００～
中西とも子と箕面から変えようネット！
総会＆講演の集い
場所：中央生涯学習センター 3 階
講演：「危うい世の中、私たちができることを考える」
―ジワジワと進む戦争できる国づくりを止めるためにー
講師：高作正博さん（関西大学法学部教授）

●1 月 ９日 議会改革検討会議・専門部会、１２日 成人祭、１４日 介
護サービス評価会議・傍聴、１７日 北小校区防災訓練、薬剤師会互礼会、
１８日 新放課後モデル事業を考える集い、１９日 認知症家族会・新年交
流会、２０日 大津市議会視察、２１日 介護サービス評価会議・傍聴、福祉
団体互礼会、２２日 近畿市民派議員学習・交流会 IN 河南町、放射線はか
り隊定例会、２３日 宝塚市議会６０周年シンポジウム、子ども子育て育成推
進協議会・子ども支援新制度部会・傍聴、２４日 人権協わっと新年互礼
会、２５日 シングルマザーおしゃべり会、２６日 １中給食見学＆試食会、２
７日 人権セミナー（ジェンダー）、２８日 交通対策特別委員会、２９日 憲
法キャラバン実行委員会、３０日 共通背番号制と秘密保護法を考える集
い、本会議、ピースウォーク実行委員会

●２月

３日 東小（防災）授業参観、４日～６日 駅頭朝ニュース配

布、５日 議会改革・専門部会、市民相談、６日 介護者家族会・介護料理
講習会、議員交流会、７日 もみじの家・地域交流会ボランティア、８日 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、９日 議員研
修、１０日 彩都・箕面森町地域整備特別委員会、１３日 ほっと・サロン、１
４日 箕面食育フェア、教育カフェマラソン、１６日 介護者の会ハイキング、
１７日 議会改革フォーラム実行委員会、子ども育成推進協議会・傍聴、２０

◆６月２７日（土）１８：００～箕面文化交流センター
被災した子どもたちを招く保養キャンプ実行委員会

日 ２月議会ヒアリング、２１日 青少年健全育成市民大会、結みのお総会、
２２日 しんぐるまざあず・ふぉーらむ箕面セミナー実行委員会、ふぇみん例
会、市民相談、国保運営協議会傍聴、植村さん講演会、２４日 本会議、関

法律＆何でも相談やってます

無料

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。

相談／毎月第２「土曜日」（相談応）
相談員／大川朗子司法書士、中西とも子
予約制／０７２－７２５－８３５１（中西事務所）

西メディアフォーラム、男女協働参画懇話会、２６日 議会改革専門部会、
交通活性化協議会、２月議会ヒアリング、２７日 かやの保育所視察

●３月 １日 変えようネット事務局会議、２日・３日 議案関連ヒアリン
グ、４日 議会改革フォーラム、５日・６日 本会議、更生保護司会バザー、
彩都公園ほか見学、東生涯学習センターグループフェスティバル、さよなら
原発関西アクション、９日～１２日常任委員会、１３日 ２中卒業式、議会改
革全体会議、障がい者市民防災シンポジウム、１４日 市民相談、１５日 景
観フォーラム、１７日 市民相談、１８日 北小卒業式、議会ヒアリング、２０日
障がい者の就労支援学習会、２１日 ホリスティック・アートセラピー、２５日・２

ほっと＊サロン♪
５月 １３日（水） 午後２時～
６月 ２４日（水） 午後２時～

６日 本会議、２７日 ほっと・サロン、２８日 ふぇみん例会、保養キャンプ準
備交流会、教科書問題講演集会、３０日 「子ども脱原発裁判」懇談会

場所：中西事務所（サンプラｻﾞ 1 号館北向い）
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！
●弱い人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！
携帯の
公式サイトへ

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

収支報告
中西とも子
【収入】
議員報酬

編集後記
＊３月から４月にかけては大忙し。議会改革で始まった
民生常任委員会・協議会の準備や、各地でガンバル市民派
議員らの統一地方選挙応援、自宅の管理組合の仕事＆「花
粉症」のおまけ付き(^_^;)・・・でも一方で、さまざまな出逢いや
学びがありました。＊桜の花が舞うなか、ボランティア活動で
大変お世話になった方が永眠されました。たくさんの感謝の気
持ちを次世代に繋いでいきたい、とあらためて思います（N）

箕面から変えようネット！

2015 年1月～3月【3ヶ月分】

【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
生活費･個人活動費
合 計

2015 年 1月 ～ 3月 【 3ヶ 月 分 】

（円）
1,720,200
1,720,200

【収入】
繰越金
中西議員より
年会費
カンパ・その他
合 計

（円）
458,192
600,000
2,000
15,438
1,075,630

126,360
9,000
15,000
243,000
45,750
159,600
600,000
521,490
1,720,200

【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
254,940
27,732
8,035
24,460
193,685
19,627
8,388
2,000
1,539
295,224
1,075,630

中西とも子の討論＆一般質問から（
要約・
抜粋）

「
介護保険制度」
の大改訂による、箕面版サービスを問う
「
介護の社会化」
として、介護を社会全体で支援
するシステム（
介護保険制度）
がスタートして 年
になります。昨年４月末の統計では、箕面市の
歳以上の高齢者は約２万９千人。そのうち ％強
の５千人が介護保険を活用しています。
今年度から、この制度が大きく改定されました。
高齢化が進むなか、国の財政支出を抑え持続可能
な制度にする、という考えで費用のかかる施設から
在宅介護へ
、という転換。介護予防給付の一部は市
町村にお任せとなり、各自治体の裁量でサービスを
実施。質の確保や自治体間の格差が問題に。

たものは、所管の常任委

すくするため、同編集委

「議会だより」を読みや

険料と、サービス給付がバランス良く、安心した暮ら
しが保障されているか、という問題なのです。健康寿
命を維持できる施策は、結果的に市が支出するお金
の抑制策になります。
市の拙速な新制度への移行で、現場は不安と混乱！
また、市町村が実施する新事業の整備は３年間の
猶予があります。他市のように、モデル事業で検証を
重ね、本稼働へ
移すべきでした。現場の整備や受け皿
はとても不十分。早期実施で歳出カットを狙ったよう
に思えます。
特養難民対策を！認知症支援策や地域連携の整備を！

障がい者が自立した生活を営むための支援について
あかつき園の建て替え、工賃向上策、福祉避難所整
備について質問、前向きな検討等の答弁をえました。

主催：箕面市議会／お問合せ:箕面市議会事務局 072-724-6705

◆介護保険料の値上げ、低・
中所得世帯は限界に。
保険料は可処分所得を考慮すべき！

員会で協議することにな

員会は、討論の掲載を減

元三重県知事、衆議院議員、三重県議
現早稲田大学マニュフェスト研究所顧問

介護保険料は非課税世帯を除き、値上げ。
議会では、中西ら４名の議員が反対、他の議員は
「
まだふんばれる」
と値上げに賛成しました。
中西は、年金暮らしなど、可
処分所得（
支払義務のある税
金等を差し引いた、自由に使
えるお金）を想定し、生活を
圧迫しない保険料の設定を検
討すべきと提起。また、税や
社会保障費について、絶対に上
げるなとは考えていません。
要は可処分所得に見合った保

議会改革

箕面市議会の改革、
一歩ずつ前へ
市民の声、三者で協議

日に

●大阪府下で保険料が箕面市より安い市町
（基準額）

北川正恭さん
講師

中西は、議会改革検討
会議・
専門部会の委員と、
「議会改革フォーラム」実

り ま した。４月

らし、発言者の氏名・
会派

事務所に寄せられた

声・声・声・
・
・
Ｑ
中央図書館がリニューアルされた
が、①天井までの書架で区切られたため、
一般向けスペースは暗く、狭苦しい②書架の
上部の棚に手が届かない③ゆったり座れた
椅子や読書スペースが減った④新しい本が少
なく、本の充実に予算を使うべき表のデッ
キのドアは車椅子へ
の配慮がない。⑥図書館
と飲食コーナーは明確に分けるべきだ。（
以
上多数のご意見が寄せられました）

中西 このリニューアルの目的や手法につ
いては、議会でも問題視する意見があり
ました。さらに図書館協議会（
諮問機関）
の意見を求めずに決定されたこともあり
中西は、ほぼご指摘の理由で反対でした。
その他、デッキの出入口のドアの開閉は車
椅子の方には利用しづらい、など残念な
点が目につきます。今後も市民の声を聴
きながら、改善策を検討、提案します。

Ｑ

箕面駅前サンプラザの耐震や長
期修繕計画はどのようになっているのか？
中西 中西が求めてきた耐震診断の結
果は、「
耐震改修が必要」
でしたが、ビル全
体でどう対処するのかは未定のまま。ま
た、長期修繕計画とあわせて、駅前第一
駐車場からの連絡通路の接続工事や、利
用者の安全策を、どのように整合性をも
たせるのかが、問われます。さらに連絡通
路用の床買収費用が不透明であるため、
現在詳細を市に求めているところです。

５月 1２日(火) １４：００～ （委員会室にて）

4,940 円
4,833 円
5,283 円
5,005 円
4,900 円
茨木市
高槻市
忠岡町
豊能町
島本町
箕面市 5,388 円
阪南市 5,300 円
和泉市 5,296 円
泉大津市 5,180 円
交野市 5,090 円

●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

行委員を担当しています。

は、障がい者施策に関す

名を省く案を提案。中西

「議会だ より 」のリニュ
ーアル案には異議あり

る要望書について、民生常

は情報提供の後退、改革

◆議会改革検討会

昨年度からの改革の１
つに、議会あての要望書・
陳情書について、幹事長会

任委員会協議会を開催。

を逆行させてしまう、と

議で協議が必要と判断し

議員、市民、担当職員ら

見直しを求めています。

☆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。

⑤サービス付高齢者向け住宅に住所地特例を適用

演題
議会を変える！
―市民に信頼される開かれた議会をめざして―

整備費約７５００万円。大半は国
の交付金を活用というけれど・・・

◆６月議会のお知らせ（いずれも 10 時～）

⑥低所得者（非課税世帯）の保険料減額
きたがわ まさやす

●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

特別基調講演
２部

控除後振込額（2 か月分）

と公開で協議します。

意見書・決議案、請願の締切り
本会議（条例、補正予算等上程）
～８日（月） 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２６日（火）
６月 １日（月）
６月 ３日（水）
６月２２日（月）
６月２３日（火）

変わらない

個人住民税額

②一定の所得（約２０万円／月）以上は自己負担が
１割から２割に
③特別養護老人ホーム（特養）入所申し込要件は要
介護１・２から要介護３以上
④特養入所者の（低所得者の）補足給付を見直し（預
貯金が単身１０００万円以上は対象外）

議会からの報告
１部

（Ａさん・８８歳・1 人暮らし・中所得・要介護２、施設入所を希望するも・・・特養
は原則要介護３から。待機待ち２００人、有料老人ホーム、サ高住は予算外）

２８

○議会改革の取り組みについて ○意見交換会等の開催について
黙ってたら

所得税額

①ホームヘルプサービス、デイサービスを市の事業
（地域支援事業）に移行

あなたの
声が市政を
変えます！

メイプルホール 大ホール
場所

後期高齢者医療保険料額

４月からの主な改定ポイント

手話通訳・要約筆記あり（事前申し込みをお願いします）
一時保育あり（1 歳６カ月～就学前、５月１１日までに申し込み要）
＊詳しくはお問合せください。

６５

１５

１７

議会改革フォーラム
箕面市議会

入場無料

５/２１（木） 14:00～

介護保険料額

368,400 円
16,198 円
37,065 円
24,334 円
25,800 円
265,003 円

年金額（２か月分）

２月（３月）議会＆活動報告
２０１５年
ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ 春号

ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！
２０１５年 春号 ２月（３月）議会＆活動報告

