
　明けましておめでとうございます。みなさまには健やかに新年をお迎えの
こととお慶び申し上げます。
　政治・経済が揺れる２００９年、新たな年を迎えました。アメリカ発の金
融危機は日本経済を直撃し、非正規労働者の大量雇い止め、新卒者の内定
取り消しなど働くものの未来を奪う防衛策に企業は走っています。今こそ、
政治が有効な経済施策・雇用労働施策を打ち出し、国民生活の安心を守ら
ねばなりません。しかし、総選挙を回避した麻生内閣は末期症状。国民の期
待する政策を実行できぬまま、いたずらに時を無駄にしています。
　やはり、政権交代しかありません。民主党は労働法制の規制強化・緊急雇
用対策・新規産業育成などを柱とした「国民生活第一」の政策を提起してい
ます。一刻も早く総選挙により国民の信託を得た政権で未曾有の危機を乗
り越えなければなりません。

　私も市議会議員生活３年目。豊中市政も国の地方分権・財源移譲が不十
分な中で、舵取りが難しい状況です。そんな中でも「だれにも優しい、心豊か
なまちづくり」～子ども・高齢者・「障がい」者・女性・外国人はじめ社会
的弱者に光が当たる政治を実現しなければなりません。今年も、平和で環境
に優しい地域作りをめざして力一杯頑張る決意です。どうぞ、宜しくお願いいたします。
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　11 月 18 日、次年度予算編成前に市民クラブ議員団
として、市長へ「施策要望」を手交し趣旨説明を行いまし
た。議員団で作成した要望は市政全領域６つの柱、130 項
目にわたる具体的なものです。
　当日は、淺利市長、両副市長はじめ財務部長、総務部長、
政策企画部長、教育長が出席され、要望書の趣旨説明に熱
心に耳を傾けられました。市民生活に深く関わる内容ば
かり。施策実現に向けて全力で取り組みます。

２００９年度予算編成に向けて
淺利市長へ「施策に関する要望書」提出

市民クラブ議員団市民クラブ議員団市民クラブ議員団

１２月１２日岡町駅頭で街頭活動。『雇用・生
活不安の解決は総選挙により国民の信を得
た政権でしか出来ない。今こそ、政権交代を！』
と力強く市民に訴える。

▲市民クラブ幹事長として淺利敬一郎市長に要望書
を手渡し、2009年度施策への反映を要請。

「平和・人権・くらし」が守られる「平和・人権・くらし」が守られる
　　　　　暖かい社会をめざして　　　　　暖かい社会をめざして
「平和・人権・くらし」が守られる「平和・人権・くらし」が守られる
　　　　　暖かい社会をめざして　　　　　暖かい社会をめざして
「平和・人権・くらし」が守られる
　　　　　暖かい社会をめざして

誰にも優しい、心豊かなまちづくりにチャレンジ誰にも優しい、心豊かなまちづくりにチャレンジ誰にも優しい、心豊かなまちづくりにチャレンジ
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【１】「無保険の子どもたち」の救済を市はどのように考えるか？

［2】高齢者の貴重な交流の場である「街かどデイハウス事業」の継続は？

［3】障がい者通所施設の事業運営支援は？

国民健康保険資格証明書世帯の子どもたちは、窓口で１０割負担が求められ医療にかかれなくなる可能性がある。また、す
べての医療保険に加入していない「無保険の子ども」に市はどのように対応するか？

善処したい。（１１月１日より市は「短期保険証」を交付）完全に「無保険の子ども」は国保・生活保護への誘導が必要。
子どもたちを守るため、保健所・保育所・幼稚園・小中学校からの相談に対応し解決方法を検討したい。

一事業所あたり２７０万円の収入不足が生じるところもあり影響が出る。閉じこもりの解消や心身機能の維持・向上
の効果を上げている施設であり、介護予防の機能を有し、介護保険の地域支援事業に位置づけたい。

新体系に移行することで安定した運営基盤の確立を促したい。また、豊中の各施設の良さを大切にできる支援をし
たい。施設運営の安定化を通じ職員の待遇改善がなされる必要がある。「報酬単価引き上げ」を国に求めていきた
い。

受動喫煙の被害は認識している。市施設のガイドラインは策定中。受動喫煙防止の条例化は今後検討。

子どもたちの環境教育にも生かせるように教育委員会、こども未来部と連携し、支援していきたい。

伊丹市の救急搬送患者数の推移や豊中病院での電話トリアージの効果をみて検討したい。

安心して病院に行けるためのネットワークづくりを、健康福祉部、教育委員会、こども未来部の協力でつくっていく
べき。

神奈川県の受動喫煙防止条例案を参考に市の姿勢を明確に示すべき。禁煙希望者への支援、喫煙・受動喫煙被害
の実態を市民啓発し、被害の抑制につとめるべき。

支援体制づくりが必要。環境学習に活用する手引き作成など教育委員会と協力すること。

府の削減案で市内９カ所の事業所はどうなるか。「街かどデイハウス」を介護予防の観点で活用できないか。

「障がい」者にとって通所施設は大切な日中支援の場。「障害者自立支援法」により、新体系に移行し補助金がなくなるが
今後の支援のあり方は？

【４】受動喫煙防止対策について、市の積極的な姿勢を！
「健康とよなか２１」の受動喫煙防止対策を市内の「公共的施設」にも広げていくため、ガイドラインや条例化をめざすべき。

【５】学校・園でのゴーヤ栽培など「みどりのカーテン」づくりへの支援は？

【６】市立豊中病院での時間外救急負担の軽減策は？
伊丹市は今年７月より２４時間の健康医療相談と医療情報提供を行う事業「いたみ健康・医療相談ダイヤル24」を開始した。

回答回答回答

要望要望要望

要望要望要望

要望要望要望

要望要望要望

回答回答回答

回答回答回答

回答回答回答

回答回答回答

回答回答回答

１２月19日「国民健康保険資格証明書世帯の子どもに保険証を交付する」改正案が可決成立しました。これで、厚生
労働省調査で明らかになった３万３千人の「無保険の子ども」は公平な医療を受けることが出来ることになります。
　しかし、問題は解決された訳ではありません。１６～１８歳の子どもの保険、地方国保会計の負担増、どの医療保険に
も加入できていない「完全に無保険の子ども」の課題については先送りにされました。
　豊中市議会は１２月議会で「すべての子どもに公平な医療を保障することを求める意見書」を採択しました。積み残
された課題解決も含め「子どもの命を守れ」との全会一致の要望を政府に提出しました。

的確なアドバイスや医療機関情報も得られる電話窓口での対応で、時間外救急は減少する。効果を見極め、時間
外救急担当者の負担軽減のため、導入を検討すべき。

「無保険の子ども」救済へ
　　～４月より資格証明書世帯の子どもに「保険証」交付～

１２月豊中市議会２月豊中市議会
 「意見書」採択 「意見書」採択
１２月豊中市議会
 「意見書」採択

環境福祉常任委員会（10月8日）質疑応答

いのちと環境を守り、暖かい市政めざして
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　１２月１日より１９日まで１２月豊中市議会が開催されました。
　来春オープン予定の「豊中市すこやかプラザ」関連の補正予算
や条例設定、豊中市を応援するための寄附条例や豊中市まちづく
り基金設置の補正予算、家賃の算定基準を見直す市営住宅条例の
改正、水道サービス公社検針業務を民間委託化する債務負担補
正、豊中市伊丹市クリーンランド規約変更などを審議しました。
　全ての提出案件を承認、５件の意見書を採択し１９日に閉会しま
した。

【採択された意見書】
①すべての子どもに公平な医療を保障するための
意見書
②大阪維新プログラムの見直しを求める意見書
③「食の安全確保」「消費者行政の充実」を求める
意見書
④暮らせる年金の実現を求める意見書
⑤安心の介護サービスの確保を求める意見書

　市立病院跡地に建設中の「豊中市すこや
かプラザ」が来春オープンします。「健康・福
祉・子育て支援」の中核的施設として、その機
能に期待が寄せられます。

　中部保健センター・子育て支援センター・社
会福祉協議会が入ります。乳幼児検診、子育
ち・子育て支援や相談、各種健康診断・健康相
談、高齢者福祉の相談と支援など全ての世代
に関するセーフティーネット機能を持った
サービスを提供する予定です。

「豊中市すこやかプラザ」２００９春オープン「豊中市すこやかプラザ」２００９春オープン「豊中市すこやかプラザ」２００９春オープン

（仮称）リサイクルセンター ２０１２年稼働で計画決定
　豊中市伊丹市クリーンランド議会は１０月２８日、（仮称）
リサイクルセンターを「公設民営」で事業化することを承
認。２０１２年より稼働を予定しています。
　豊中市では、「包装容器プラスチック」「びん・缶」「ペットボ

トル」「古布・古紙」などをリサイクル。手選別ラインに約３０
名の「障がい」者の雇用を行います。なお、焼却施設の建て
替えは２０１６年に予定されています。ごみ減量と安全なリ
サイクル推進にさらなる市民監視が必要です。

【１】千葉県流山市流山クリーンセンター
　全国で４基が稼働中の「流動床式ガス化溶融炉」というごみ焼却炉のひとつです。ドイツ製の
ダイオキシン類連続サンプリング装置を設置し、環境汚染監視に取り組んでいます。豊中市伊
丹市クリーンランドでも新ごみ焼却施設を建設予定で、その規模は流山市の４倍の規模です。
新施設に関する課題について学ぶことができました。

【２】埼玉県川口市「川口ゆめワーク」
　川口市の「若者就労支援コーナー」・ハローワークプラザ川口・県「若者自立支援セ
ンター埼玉」の三者が一つの建物内にある「ワンストップ対応」の若年層対象の就労支
援施設。国・県・市が一体となり取り組みを進める、パイロット事業です。一つの施設で
様々なニーズを持つ青年層の相談から就労までサポートが展開できる力に魅力を感じ
ました。

【３】環境ＮＧＯ　ＦoＥ Ｊapan
　日本の環境ＮＧＯとして幅広く取り組んでいる団体です。今回は「公立学校における光熱水費節減分還元プログラム」に関
する情報交換を行いました。この制度は、豊中市でも地球温暖化防止地域計画で実施を予定しています。子どもが環境保全
運動に参画することの意味をわかりやすく伝え、教育現場が自覚的にとりくむことの重要性、インセンティブの提供方法など
工夫するところが沢山あることが理解できました。

【４】東京都杉並区「施設白書」
　区有施設の現状と課題、そして今後の財政負担を公開し、区民とともに考えるため、２００３年度に「施設白書」２００６年度
に「改訂版」を作成。豊中市でも人口減少時代の中、市有施設の更新・適正配置が課題となっています。「総論賛成・各論反対」
の議論に陥らないためには、客観的な資料提示が重要であることが分かりました。

12月市議会 補正予算４件、条例１０件、規約変更１件、
人事案件２件など審議、すべて採択し閉会

2008年度市民クラブ議員団視察報告（１１月１２日～１４日）2008年度市民クラブ議員団視察報告（１１月１２日～１４日）
先進地の経験と叡智に学び、まちづくりに活かす先進地の経験と叡智に学び、まちづくりに活かす
2008年度市民クラブ議員団視察報告（１１月１２日～１４日）
先進地の経験と叡智に学び、まちづくりに活かす
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編集後記
　麻生政権が末期状態です。私は当然の帰結だと考
えています。
　戦前の麻生財閥は炭坑とセメントで成長しまし
た。九州の炭坑では徴用された朝鮮人労働者の強制
的な労働で、財を蓄えました。そんな歴史の会社
「社長」経験者である麻生太郎氏は「創始改名は朝
鮮人が望んだこと」とする見解を示し、内外より批
判されました。その無定見・厚顔無知・歴史偽造は
許されるものではありません。
　しかし、この不人気が示すのは、一連の舌禍だけ
によるものではなく、そんな首相しか担げない自民
党政権への決別状なのです。政権交代で新たな地平
を切り開く２００９年に！

　政治・経済ともに波乱含みの新年の幕開けです。宮地和夫の市
議会活動も３年目。みなさまとの交流を糧に新たな年に挑みま
す。とても和やかな会です。ご参加頂けますようご案内します。

日時　　２００９年１月３０日（金）午後６時半～８時半
会場　　豊中市福祉会館３階（阪急岡町駅下車、桜塚公園横）
内容　　ごあいさつ・アトラクション
会費　　２０００円程度
参加ご希望の方は、
　　　ＦＡＸ６８４５－１３９７もしくはメールで

２００９　宮地和夫新春交流の集い

10/5　昨年に続き山ノ上青友会の
　御輿に参加。地域のお祭りに参
　加しその歴史を聞かせていただ
　く楽しみも得ました。　　　　　　

10/22 全国都市問題会議に参
　加。全国の基礎自治体が直面
　する課題～活性化をどう進める
　かを学びました。（24日まで）

12/12 2009環境展にて。年々参加
　者が増えている環境展。小学生も
　11校が参加。学校への出前授業
　を熱心に実践されている方と。

10/31「地方自治と子ども施策」全
　国自治体シンポジウムへ参加。
　子どもの相談・救済の分科会に
　参加し議論を深めました。

11/7 箕輪地域市政報告会～半
　年間の議会での活動を報告。市
　政の直面する課題、地域の課題
　など意見交流をおこない。

11/22　3回目の観察会。能勢の
　名峰「剣尾山」から見渡す優し
　い北摂の山々。残った紅葉も楽
　しみました。

11/26 箕輪公民分館親睦旅行
　～紅葉の香嵐渓へ。帰りのバス
　は到着時刻当てゲーム。１分違
　いのニアピン賞でした。

12/６ 箕輪校区福祉委員会おもちつ
　き大会～今年はつき手がたくさんで筋
　肉痛は回避できました。みなさんの笑
　顔がまぶしいおもちつきです。

10 ／　4 ( 土）

10 ／　5 ( 日）

10 ／　6 ( 月）
10 ／　8 ( 水）
10 ／ 10 ( 金）
10 ／ 12 ( 日）
10 ／ 14 ( 火）

10 ／ 15 ( 水）
10 ／ 18 ( 土）
10 ／ 20 ( 月）
10 ／ 22 ( 水）

10 ／ 29 ( 水）

10 ／ 31 ( 金）

11 ／　1 ( 土）

箕輪小運動会　第７回「読
み聞かせ」シンポジウム
秋祭り（山ノ上地区）
中野寛成事務所開き
文教常任委員会
環境・福祉常任員会
建設・水道常任委員会
克明・刀根山地区運動会
豊中の障害者福祉をすす
めるネットーワーク学習会
ダイキンサンライズ視察
大阪教組教育研究集会
総務常任委員会
全国都市問題会議（２４日
まで新潟市）
議会改革等検討委員会
クリーンランド議会
地方自治と子ども施策シン
ポジウム

五中オヤジの会作業
少年問題学習会

11 ／　4 ( 火）

11 ／　7 ( 金）
11 ／　8 ( 土）

11 ／ 12 ( 水）

11 ／ 15 ( 土）
11 ／ 20 ( 木）
11 ／ 21 ( 金）

11 ／ 22 ( 土）

11 ／ 23 ( 日）

11 ／ 24 ( 日）

11 ／ 25 ( 火）
11 ／ 26 ( 水）
11 ／ 28 ( 金）

12 ／　1 ( 月）

12 ／　4 ( 木）
12 ／　5 ( 金）

12 ／　6 ( 土）

12 ／　7 ( 日）

12 ／　8 ( 月）
12 ／　9 ( 火）

12 ／ 13 ( 土）
12 ／ 17 ( 水）

12 ／ 28 ( 日）

空港問題調査特別委員会
市内視察
宮地和夫市政報告会
教育フォーラム　五中校区
ふれ愛子どもカーニバル
市民クラブ議員団視察（14
日まで関東方面）
子ども支援学シンポジウム
大阪府市議会議員研修
議会運営委員会
議会改革等検討委員会
宮地和夫自然観察会（剣尾
山）
エッセー朗読会
箕輪連合自治会総会
豊中市学力問題シンポジウ
ム
空港問題調査特別委員会
箕輪公民分館社会見学
都市計画審議会

12 月議会本会議（初日）

環境福祉常任委員会
建設水道常任委員会
人権講座「語るシネマ～砂
の器」
箕輪校区福祉おもちつき
五中人権フェスタ
箕輪校区分館忘年会
蛍池小公開研究会
楊雪元リサイタル
文教常任委員会
総務常任委員会
各派幹事長会議
考える会おもちつき
本会議（第 2 日）～ 19 日
( 金 )
～ 29日 ( 月 )
　箕輪校区年末防犯巡視

活動日誌　２００８年１０月～１２月（主なもの）


