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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
第 60 号

発 行 ：中 西 とも子 と箕 面 から変 えようネット！

約（万円）

５５億４０１０

●公共用地先行取得事業費
（特別会計）

８億３８００

●新箕面駅における交通結節点の整
備／交通広場基本設計等委託、駐車
場解体設計・工事ほか

１億２７３６

変えた事業（抜粋）
事業

備考

●多世代交流センター（稲ふれあ

以前は、

いセンター）委託費（２９００万円）

社会福祉費

●箕面シニア塾のメニュー拡大分 以前は
社会教育費
当初の説明

【参考】

オレンジゆずるバス運行費の高齢 は福祉減免

市の取組が大切になっています。

一般会計から介護保険財源（社会保障費）に

者割引分（２３７９万円）

１１

５３

２２

２８

1604-0073 株式会社淀川工技社 箕面市議会議員 広報誌

１２

また、将来にツケを残さない予算配分
が重要です。

２

市政方針の目玉策「
子どもの貧困
の根絶」
はビジョン無し！

４２

子どもの貧困対策は、中西が 月議
会で強く求めてきたもので、大いに歓迎で
す。しかし文教常任委員会の質疑では、
内容や方法は「これから１年かけて考え
る」
という答弁に終始しました。また就学
援助の拡充などの予算は考えていない、
とのこと。市の本気度が問われます。

◆ 月（
３月）
議会（ 月 ～３月
日）
予算・
条例・
意見書などの 議案のう
ち、中西は 件に賛成、 件に反対●
当初予算の修正案に賛成討論●一般質
問は「
高齢者世帯が安心して暮らせるた
めに―介護保険制度と総合事業について」
2

これまで一般会計予算だった事業を介護保険財源から捻出！

事業内容

●延伸整備事業／特殊街路整備事
業、北大阪急行電鉄㈱整備施設への
補助金、用地取得に向けた不動産の
鑑定・評価等

「
北急延伸は基金と競艇事業収入で を市で担うことになり、箕面市は大
賄うので、一般会計には影響しない」 阪府下で、唯一早期取組に名乗り
を上げていました。しかしその特例
という説明は、実は特別会計を圧迫
措置を活用して、新たな地域事業
に取り組むというよりも、一般会計
事業の肩代わりに活用している格好
になっています。
地域で介護予防策や支援事業を
立ち上げるための介護保険財源は
有効に使うべきで、とくに今は、各

一般質問の質疑（介護保険制度の
取組について）のなかで、介護保険
特別会計予算から、これまで一般
会計予算の事業を捻出しているこ
とが発覚。とくに、昨年度から軽
度介護者（
要支援１・
２）
支援事業

２０１６年度の北急延伸にかかわる主な事業

新年度予算は北急延伸シフト

〒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
HP: http://homepage3.nifty.com/nakanishi_tomoko/
Facebook： http://www.facebook.com/tomoko.nakanishi.549
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！）

◆４月２８日（木）PM２：００～
「フクシマの子どもたちは今。」

４月３日（日）
中西とも子の
市政報告＆
タウンミーティング

お話し：水戸喜世子（みと きよこ）さん
（「子ども脱被ばく裁判」を支える会・西日本代表
大飯・高浜原発仮処分福井支援の会・副代表）
場所：みのお文化・交流センター4 階
参加費：３００円（学生・避難者は無料）
今年も
主催：ふぇみん大阪・箕面支部
やりますよ～
（^.^)／

◆５月３日（祝） １０：００～
憲法キャラバン＆箕面ピースウォーク♪
９：００～阪急箕面駅前／歌とリレートーク
１０：００～芦原公園／歌とリレートーク
１１：００～ピースウォーク出発（萱野まで）

◆５月１４日(土) PM２：００～
中西とも子と箕面から変えようネット！
総会＆パワーアップの集い
場所：グリーンホール１階・大会議室

◆６月 ８日（水） PM７：００（開場６：３０）
「今こそ憲法が活きる日本を！」
立憲主義を語る小林 節（せつ）さん講演会
（慶応義塾大学名誉教授、弁護士）
場所：箕面市立メイプル大ホール
参加費：500 円（学生は無料）＊手話通訳・要約筆記あり
主催：みのおピースフェスタ実行委員会（０７２－７２９－９３２６）

ほっと＊サロン♪

場所／
中央生涯学習センター
第１回定例会（２月議会）が３月２８日に閉会。その
ホットな情報をいち早くお届けし、またみなさんの声を
直に聴くことを目的に開催しました。
参加の方々からは、北急延伸、防犯カメラ、英語教
育や教育の方向性、高齢者施策ほか多様で貴重な
ご意見をいただきました。次回は、
◆第２回定例会（６月議会；６日～２７日）の報告、

中西とも子の市政報告＆井戸端会議を
７月３日（日）に開催します
１０：００～１１：３０ 箕面文化・交流センター
１４：００～１５：３０ 東生涯学習センター
１８：００～１９：３０ 西南公民館
☆ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

無料
法律＆何でも相談やってます
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）

４月 ２７日（水） 午後２時～
５月 ２０日（金） 午後２時～
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

omote 面

収支報告

場所：中西事務所（サンプラｻﾞ 1 号館北向い）
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
＊今号で「60 号」という、ちょっとした節目を迎えました。「号
外」を合わせると８０号を超えますが、デザインは創刊号からマ
イナーチェンジを重ねて今に至っています。＊思えばパソコ
ンの不具合と格闘しながら、多くのみなさんからのサポ
ートやアドバイスに支えられて発行してきました＊今号も
分りやすさを追求しましたが、いかがでしょうか(^.^)（N）

中西とも子

箕面から変えようネット！

2015年10月～2016年3月【6ヶ月分】
【収入】
議員報酬
期末手当

【支出】
所得税
議員団費
積立金 （ 個人会派 ）
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10月～2016年3月【6ヶ月分】

（円）
3,440,400
1,513,776
4,954,176

【収入】
繰越金
中西議員より
年会費
カンパ・その他
合 計

（円）
251,411
1,300,000
15,000
45,815
1,612,226

246,439
9,000
30,000
507,000
31,930
322,800
1,300,000
2,507,007
4,954,176

【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

480,000
487,190
39,326
23,673
53,427
292,380
35,979
5,715
19,240
11,909
163,387
1,612,226

２０１６年

春号

２月（３月）議会報告

ＴＯＭＯＫＯ

ＮＥＷＳ！

ＴＯＭＯＫＯ

子どもたちに発信機⇒スマートフォンで見守り？！
公園（全市：２０３園）に防犯カメラ、保育所の園庭にも／１４００台のカメラに守られるま

彩都西
文

大阪大学

バス路線網が「かやの中央」を中
心に再編される。（今年度は調査・
検討）東部から北千里や千里中央
への運行が不便にならないよう要望。
またオレンジゆずるバスの日祝運
行実験で、利用の少ないバス停が
なくなる！？利用者が少ないから
と運行から外すのは公共交通の趣
旨に反する。また高齢者の運賃値
引き分は介護保険財源を使用。な
おさら運行すべき、と求めている。

２０１６年度予算の修正案を、４人で
提案しました／①北大阪急行延伸事
業の基本協定を結ぶ前に、立ち止まって
市民合意を得る最後のチャンス！②マイ
ナンバー制度の拡大利用（コンビニ発行）
は危険がいっぱい。システム不良や誤発
行、詐欺事件が多発。任意事業は見あ
わすべき。③子どもの貧困対策のため、
準要保護児童・生徒１５人の就学援助費
（５７万円）を復活させる。

２月議会トピックス

◆「西南公民館」問題は、現地建て替えに変

更し、決着／ 今年度中に設計、着工へ。利用

者 へのアンケートは口 頭 で行 われるなど、納

得しがたい部分もありますが、小学校など周

辺 施 設 の利 用 を含 めて建 て替 え中 も活 動 で

きるよう配慮を求めました。

ただ、建 て替 え後 は公 民 館 ではなく生 涯

学習センターになるため、利用料や駐車料の

問 題 が発 生 します が、駐 車 料 金 は未 定 。利

用が後退しないように、減免制度の整備や利

用者の負担を配慮するよう求めました。

◆国民健康保険料／ 今年度は、高額所得者

の保 険 料 を値 上 げし、低 所 得 者 は値 下 げす

ることに。苦肉の策と判断し、賛成しました。

ただ、国 保 会 計 の黒 字 分 を累 積 赤 字 に補

てんする案には反 対。倉田市政になり、市の

法定外繰り入れを止めた期間の赤字が膨れ

上 がりました。誤 った政 策 のツケを、当 時 は

被 用 者 保 険 に加 入 していた人 も含 めて国 保

加入者のみに求めるのは過酷です。

現に保険料が高額のためか、滞納者が増え

ています。国・府へ負担金を増やすよう求めつ

つ、市の適切な繰り入れを行うべきです。

◆箕面駅前第一駐車場・駐輪場が

建替え オープン、

サンプラザビルへのずさんな

連絡通路はＮＧ！／ 連絡

橋とサンプラザとの連結は

ura 面

ドアを開放しただけで、自

動ドアもなし。雨風がビル

内に入るし、エアコンも効か

なくなります。橋の裏面も

ずさんな工事でびっくり。

1604-0073 株式会社淀川工技社 箕面市議会議員 広報誌

丸投げ工事の実態があらわになり、市に速や

☎ ０７２－７２４－６７０５

かな対 策 と改 善 策 を求 めました。今 後 の駐

☆どなたでも住所・氏名を書けば傍聴でき
ます。
☆委員会・本会議はインターネット中継およ
び録画配信しています。市議会のホームペ
ージからご覧いただけます。
お問い合わせ／議会事務局

２月（３月）議会報告

バス路線／北急延伸にともない、

市立あかつき園の建て替／施
設の老朽化対策と、総合的な
支援体制を整備するための調
査結果を３月中に公表する約
束が、４月に入っても未定に。

車場等の管理運営も工事の建設業者が請け

５月３１日（火） 意見書・決議案、請願の締切り
６月６日（月） 本会議（条例、補正予算等上程）
６月９日（木）～１４日（火） 各常任委員会
６月２４日（金） 本会議（討論・採決・一般質問）
６月２７日（月） 本会議（一般質問）

の水害事故から、抜本的な災
害対策を求めてきました。災害
は待ったなし。大阪府だけに任
せず、市独自の対策を強く要望
してきたことが実現！今年度は
箕面８丁目の市有地の土砂災
害対策のための基本設計、た
め池のハザードマップの作成等
に着手。

負 う契 約 。あらためて全 チェックが必 要 で、

（いずれも 10 時～）

外国語学部のキャンパス移転により、
新船場の建設用地は箕面市が提供し、
現キャンパスは箕面市へ。老朽化した
上物や広大な敷地利用については、こ
れから検討とのこと。

土砂災害対策事業／一昨年

議会も丸投げ委託の責任が問われます。

◆６月議会のお知らせ

春号

新 船 場 駅 前 デザインは安 藤 忠 雄
建築研究所へ委託（大阪船場繊維
卸商団地協同組合が発注）

あかつき園（市の施設）は主に重度障がいの
方々への支援施設。（社福）あかつき福祉会
に委託（指定管理者）しています。その内部
からの告発により発覚した「虐待」について、
調査し、是正を求めてきました。その内の一
部について市は「虐待」（経済的）を認め、決
算をやり直し、未払い工賃を支払いました。し
かし、根本的な問題が解決されないまま、策
秋にも新たな虐待（身体拘束）が。大事なの
は、虐待の背景を理解し、寄り添う姿勢で
す。今回大阪弁護士会は異例ともいえる「警
告」と、「勧告」をあかつき福祉会に、箕面市
に「勧告」を出しました。市は「法的拘束力は
ない」と真摯に受け止める姿勢ではありませ
ん。今後も人権を守る視点で、公平・公正な
運営を求めていきます。

２０１６年

気になる箕面の明日／今年度の課題は？

ちは本当に安心？駐車場など盗難対策はさておき、カメラ（機械）での監視に頼りすぎる社会
は、ますます人の力を弱めるように思えてなりません。不安定な世の中が、余儀なくさせるの
かもしれませんが、豊かな地域づくり（コミュニティ）の場を提案したいと考えています。

大阪弁護士会が、
社会福祉法人あかつき福祉会と箕面市に対し、
「人権侵害」等で警告および勧告！

ＮＥＷＳ！

