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　１月の府知事選挙では、私たちが支援した熊谷貞俊候
補はおよそ１００万票を獲得しながら当選を果たせず、橋
下知事が誕生しました。
　「大阪に子どもの笑顔を」と訴えた橋下知事が進めて
いる府政は選挙公約とまるで逆。「府は倒産企業みたい
なもの」「ゼロベースでの財政の見直しを」とまるで倒
産企業の破産管財人のような言動で予算を削ることしか
眼中にありません。

　豊中市では府支出予定の約６７億円の財源がどのよう
になるか不確定です。教育予算も４事業を除き暫定予算
にすら計上されていません。
　さらに、私立高校学費値上げに直結する私学助成や府
医療費助成のカット、府職員給与や退職手当の大幅カッ
トを打ち出すなど、府民生活を切り捨てる歳出削減プラ
ンを示す橋下府政の横暴を断じて認めるわけにはいきま
せん。

［教育、子育ち・子育て支援］
◎（仮称）豊中市教育振興計画の策定
◎とよなか「学び」プロジェクト事業
◎学校問題解決支援事業
◎こんにちは赤ちゃん事業
◎乳幼児医療費助成制度の対象年齢拡大

［安心・安全なまちづくり］
◎既存民間木造住宅耐震補助事業
◎市有施設の耐震化
◎緊急浸水対策工事（岡上の町・中桜塚）

◎妊婦検診の公費負担の拡大（３回に）
◎（仮称）健康福祉センターの整備

［産業振興・地域コミュニティーの再生］
◎コミュニティー基本方針の策定
◎豊中市企業立地促進条例に基づく事業
◎市内ものづくり事業所ふれあいツアー

［条　例］豊中市市民投票条例など３４件
［意見書］米兵による女子中学生暴行事件に関する意

見書
肝炎対策を求める意見書など５意見書を採択

　３月定例市議会が２５日に閉会しました。およそ１２１８億円（前
年度比－１.７％）の２００８年度予算・３４の条例を可決。５本の意
見書を採択しました。
　極めて厳しい財政状況、さらに大阪府が暫定予算を組み、そ
の影響が懸念される予算審議でした。下記の新規予算も含め、
市民生活の向上をめざし議会での討議が行われました。
　宮地和夫は市民クラブ代表質問で市民生活の安心安全、ごみ
行政のあり方を巡って質問を担当。文教常任委員会では子ども
たちのより豊かな学び・育ちを支える施策の実施を訴えまし
た。（詳細は２面）
　市議２年目を迎える２００８年度。「誰もが住みやすい豊中のまち
づくり 子どもたちの未来輝くまちづくり」に、さらににチャレ
ンジします。

安心安全・子育て・教育で質問・提言

府「暫定予算」は市民生活を直撃
　　　　　生活・教育・子育てを橋下知事は守れ

誰もが暮らしやすい豊中のまちづくりをすすめたい誰もが暮らしやすい豊中のまちづくりをすすめたい
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［１］児童虐待防止策について
　児童虐待を防止のため、「MY  TREE  ペアレント　プロ
グラム」などの保護者支援を実施すべき。

［２］全国学力・学習状況調査
　結果公表の弊害をどのように考えるか。課題として見え
たこと、対策の必要性は。

［回答］序列化や過度な競争につながらないよう、学校名を
明らかにした公表は行わない。豊中の子どもたちは
概ね基礎的な内容は理解できているが、説明力、応
用力に課題があった。市で補充・発展の学習教材を
充実させると同時に、各校での指導改善に努める。

　
［３］教育予算について
　橋下府政の暫定予算、予算化見送りで教育は混乱しない
か。また、豊中市の教育予算は全体予算の９.３％。これで
は「教育文化都市とよなか」とは言い難い。

［回答］府予算案が７月までの暫定となり、教育では４事業以外
全て計上されず、このままでは５３００万円の歳入不足
になる。府へ財源確保を要望したい。北摂６市で教育費
が１０％未満の市はない。

　
［４］小学校へ少人数学級指導支援策を
　中学校には０７年度より少人数学級指導のための職員を配
置し、教育効果を上げている。中学校は教科担任制のた

め、同じ学級数でも小学校より１０人先生が多い。小学校にも
きめ細かい指導のために支援が必要。

［回答］小学校は担任外の先生が少なく指導する教科も多
く、児童と向き合う時間の確保が必要であると認識
している。小中連携を視点に入れた取り組みも必要
であると考えている。

　
［５］「障害」児教育の充実
　「障害」のある子ども、配慮を要する子どもを受けとめる
教育施策の実施を。「特別支援教育」コーディネーターは
人の配置が必要である。

［回答］教員の配置は子どもたちの状況により府教委に配置
を求める。市としては「介助員」「看護師」「子ども支
援員」を配置し、指導の充実を図る。「特別支援教
育」コーディネーターの教員配置は府に要望をして
いく。

［６］学校施設の冷房化
 中学校の冷房化が完了したことは評価する。しかし、小学
校２７の冷房化予算が０８年度計上されていない。淺利市長の
公約に反することではないか。

［回答］耐震化促進事業や地球に優しい環境対策事業等の事
業を総合的に整備できる手法も含めて検討し進めた
い。

【１】「自動車臨時運行許可」問題について
　豊中市では、この５年間で１５０件もの「仮ナンバー」
未返却があり、違法状態で整備不良車が走行しかねぬ問
題がある。市としてどのように対応するか。

【２】障害者福祉サービスについて
　「障害」者福祉サービスガイドラインの抜本的見直し
を行い、ケアマネージメントシステムを構築すべき。ま
た、「障害」者小規模作業所が存続できるよう支援すべ
き。

【３】廃プラスチック焼却・ごみ分別の変更について
　廃棄物減量等審議会で「廃プラスチック」焼却処分の
可否を審議中であるが、市民意見の反映とごみ分別・３
Ｒ推進を明確に示していくべき。

［回答］違法状態での運行をできるだけなくすため
に、窓口での対応を強化する。また、２年の
失効期間の短縮を検討する。

［回答］当事者ニーズの把握に努め具体的に対応。ガ
イドラインの見直しを検討する。ケアマネン
ジメントの手法の活用と、指定相談機関の拡
充支援を行う。通所施設の運営基盤の安定に
情報提供はじめ支援に努める。

［回答］廃プラスチックの焼却は、市民の疑問や不
安に応え、十分な時間をとって理解と納得を
求めていく。ごみ分別の変更は市民意見を踏
まえて検討していく。

３月議会「文教常任委員会」質問と回答（主なもの）
子どもたちの本当の笑顔のために

３月議会

市民生活の安心・安全のために
宮地和夫が所属する市民クラブの質問で市の姿勢を質しました。
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　現在、廃棄物減量等審議会でプラスチックごみの焼却
処分の可否が議論されています。20０８年夏にも市の方針
が決定される予定です。
　豊中市では現在、プラスチックは「燃やせるごみ」で
はありません。石油由来の製品であることから温室効果
ガス（ＣＯ2）を増大させること。窒素酸化物や硫黄酸化
物など大気汚染物質が排出されること。重金属化合物や
ダイオキシン類などの排出など、環境負荷に対する懸念
があるためです。
　現在、プラスチックごみの一部は「容器リサイクル
法」にもとづきリサイクルされ、残りは「減容固化」し
大阪湾の埋め立て地に投棄されています。また、現在で
も廃プラスチックの一部は焼却されています。

　しかし、２０１２年に稼働開始を予定している新リサイク
ルセンターでは「減容固化」を止め、リサイクルできる
もの以外は「廃プラスチック」として燃やし熱回収しよ
うと計画されています。ごみの分別が大きく変わりま
す。プラスチックを燃やすことへの実証的な安全確認は
行われていません。議論を広く公開し、市民の中で検討
しなければなりません。
　豊中市は２０１１年までにごみを１／３減量する計画を
持っています。ごみを減らすことは地球環境を守り、処
理費用（税金）を安くするためにも市民一人ひとりの課
題です。プラスチックごみを減らし、よりよい処理のあ
り方をともに考える必要があります。

2008宮地和夫新春の集い
　２月８日（金）ホテルアイボリーで開催しました。
　１００名を超えるご来賓・後援会・地域・教え子・教職員の
みなさんのご参加を頂き、盛会の内に終えることができました。
　淺利敬一郎豊中市長のごあいさつをはじめ来賓のみなさん
の暖かい励ましを頂き、宮地和夫本人も「この一年間は手探
りでしたが、２年目の今年は市民のみなさんの期待に応えら
れるよう一層精進します」と挨拶。
　会は後援会有志のハーモニカ演奏、手品などのアトラクシ
ョン、多数のみなさんの励ましのスピーチを頂き、和やかに
進みました。

おかげさまで盛会でした

目で見る活動の様子活 動 報 告

～プラスチックごみ焼却への変更を考える～

豊中市成人式。バスケットボール部
の教え子たちと。（１／１４）

森みどり府議会議員（茨木市）新春の
集いにて。（２／２）

豊能広域こども急病センター視察。小
児医療には欠かせない施設。（２／６）

五中の卒業式。「一人も残さず、最後
の一人まで」すばらしい卒業式でし
た。（３／１３）

たつの市で行われた「教育予算に関
する学習会」。豊かな教育のために。
（３／２２）

梅村さとし参議院議員もかけ
つけられました。

豊中市原爆被害者の会２００８年新年の集
い。ともに平和を願って。（１／２０）

四中夜間学級作品展。作品に込められ
た生徒さんの思いが伝わる。（１／２２）

高槻市子育て総合支援セン
ター「カンガルーの森」視
察。（２／１）

「安心・安全」なごみ分別・処理のあり方を



１／ ６ （土） 消防出初め式
１／ ７ （月） 豊中商工会議所新年互礼会
１／ ８ （火） 大阪府教職員組合新春の集

い
１／１０（木） 全国市議会議員セミナー

（滋賀　１１日まで）
１／１１（金） 友情のサビーナコンサート
１／１４（月） 成人式　府知事選挙熊谷候

補演説会
１／１８（金） 豊中市教職員組合新春交流

の集い
１／１９（土） 豊中市退職教職員協議会新

年会　豊中教育フォーラム
１／２０（土） 豊中市原爆被害者の会新年

会
１／２１（月） 五中公開授業研究会
１／２６（土） 府知事選挙街頭宣伝　五中

オヤジの会
１／２７（日） 府知事選挙
１／２９（火） 豊中市退職教育者同友会新

年会　市民公益活動審議会
１／３０（水） ワークチャレンジネット報告会
１／３１（木） 克明小学校公開研究会　ご

み減量フォーラム　
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【編集後記】
　４月２２日で市議会議員になり満１年が経過します。
あっという間の１年でしたが、豊中市そして議会の１年
間の動きが一巡し少しずつ見えてくることも。「なるほ
どそんな具合に豊中市は回っているのか。そんなおかし
なことがあって良いのか。こうすればもっとうまくいく
のに」そう感じる事柄が増えてきました。その思いを少
しでもお伝えできれば幸いです。
　独りよがりの橋下府政による市民生活の停滞はごめん
です。優柔不断福田内閣の支持率は急降下。政治が制度
疲労していると言われかねない状況です。地域から、次
の一歩を踏み出すために奮闘します。（Ｍ）

２００８年１月～３月（主なもの）

　昨年秋の自然観察会は大好評でした。後援会２回目の交流行事です。
阪急大山崎から、大山崎山荘美術館を見学し天王山へ。新緑の中、自然
と歴史を楽しむハイキング。帰りには、サントリー山崎蒸留所の見学も予
定しています。御家族でお越しください。

　日　時　4月27日（日）午前9時集合　午後４時豊中解散予定
　集　合　阪急豊中駅 人口広場
　行き先　天王山（大山崎美術館 他）
　費　用　交通費720円　入館料700円

※詳細はホ－ムページに掲載予定です。お問い合わせは６８５６－１２６０
　まで。

２／ １ （金） 茨木市・高槻市視察　
２／ ２ （土） 蛍池小学校公開研究会　森

みどり府会議員新春の集い
２／ ３ （日） サイエンスフェスタ　ふれ

あいフェスティバル
２／ ６ （水） 豊能広域こども急病センタ

ー視察
２／ ８ （金） 宮地和夫新春の集い
２／ ９ （土） インクルーシブ教育を考え

るシンポジウム
２／１０（日） 猪名川クリーン作戦　ボラ

ンティアフェスティバル
２／１１（月） 千里文化センターコラボ開

館式　枚方市議野村育代新
春の集い

２／１２（火） 行政改革・地方分権調査特別
委員会

２／１５（金） 豊中市教職員組合第１１６回
定期大会

２／１６（土） 自治基本条例キックオフフォ
ーラム

２／２１（木） 豊中伊丹クリーンランド議会
２／２３（土） 刀根山公民分館人権研修会

豊中市教職員組合６０周年

記念講演会
２／２４（日） 箕輪校区ボーリング大会
２／２６（火） 同和問題解決推進協議会

３／ １ （土） キッズフェスタ
３／ ３ （月） ３月議会本会議
３／ ７ （金） 本会議（代表質問第１日）
３／ ８ （土） 素のままフェスタ
３／１０（月） 本会議（代表質問第２日）
３／１１（火） 本会議（代表質問第３日）
３／１３（木） 中学校卒業式
３／１４（金） 文教常任委員会
３／１５（土） サイエンスカフェ　少年問

題を考える学習会
３／１６（日） 子育てを考える学習会
３／１７（月） 環境・福祉常任委員会
３／１８（火） 小学校卒業式
３／１９（水） 建設・水道常任員会
３／２１（金） 総務常任委員会
３／２２（土） 兵政連教育予算に関する学

習会
３／２３（日） 地域自治フォーラム
３／２５（火） 本会議（最終日）

　３月議会の報告を中心に市政への質問・意見要望な
ど交流します。気軽にご参加ください。

　日時　４月１８日（金）午後７時～８時３０分
　場所　箕輪センター２Ｆ　箕輪１－２０－１
　　　　電話　６８４３－８１０２
　（会場には駐車場がありません。徒歩か自転車で）

「宮地和夫市政報告会」

第２回ハイキングのお誘い

雨天中止

11/23　第1回観察会（竹田尾JR廃線）


