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市議会３月定例会
2009年度各会計補正予算案
2010年度一般・特別会計予算案を承認
め学校教育の充実、学校施設の耐震化、子育て支援
豊中市 議 会 ３ 月定例会 が３月２５日に閉会しまし

強化、生活防衛の総合相談機能、中小企業への緊急

た。２０１０年度一般会計予算案を中心に５５の議案が

対策等に集中的に取り組みを行う」と表明しました。

審議、可決されました。一般会計予算は総額約１２８３

私は、市民クラブ議員団の代表質問で「ひとり親家

億円（前年度比＋1. 7 ％）
、昨年度より約１３億円の市

庭のあり方」など、総務常任委員会で「自治基本条

税減収を見込み、極めて厳しい財政運営が続きます。

例の浸透」
「消防の広域化」
「平和市長会登録後のと

淺利市長は施政方針で「市民の安心・安全を守るた

りくみ」など、市政の中心課題について質問しました。

５日
４月２ 選挙
市長
豊中

あさり敬一郎市長が再選に向け決意

３月定例会において、あさり市長は「子どもた
ちの未来輝くまちづくり」の実現にむけ、来る４
月25日に予定される豊中市長選挙に立候補するこ
とを表明、引き続き「夢と希望の持てる豊中のま
ちづくり」を推進することを決意されました。
具体的には、「大阪国際空港を活かしたまちづ
くり」「若者の就労支援・子どもたちを生み育て
る環境づくり」「高齢者も元気なまちづくり」
「医

あさり市長とがっちり握手。
２期目の市政に向けた合い言
葉は
「子どもたちの未来輝くまちづくり」

療介護福祉サービスが充実したまちづくり」に全
力でとりくんでいくと表明されています。

できました。いま、豊中市に必要なリーダーは、

宮地和夫は、この３年間議員の立場から緊張感

安心して市政運営を任せることができる安定感の

を持ちつつも、あさり市長を「信頼に足る市長」

ある市長です。
（あさり市長の具体的政策を２面

と評価し、より良い市政のためにスクラムを組ん

に紹介しています。
）
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宮地和夫は２期目をめざす あさり市長とがっちりスクラム

あさり 敬一郎さん

「基本政策」を発表

「暮らし第一」
の市政をめざす
【１】安全に元気に住み続けられるまち
○
「
（仮称）こども健やか育み条例」を制定します
○乳幼児医療費助成の拡充・地域での子育て相談充実・
放課後こどもクラブの充実など、こどもを育てやす
い環境を整備します
○がん検診など市民健康診査を充実します
○市立保健所を設置します
○特別養護老人ホームの充実・小規模多機能型施設整
備・ひとり暮らし高齢者の支援などにとりくみます
○障害者へのケアマネジメント体制を充実します
○緊急救急医療の充実と市民力で、救急救命力世界一
をめざします
○災害に強いまちづくりをすすめます

【４】共感のコミュニティの息づくまち
○自治基本条例に基づく、参加と協働の市政をすすめます
○地域自治のしくみづくり、地域コミュニティの再生・
活性化をすすめます
○国際理解と多文化共生の社会をめざします
○団塊世代の地域活動を支援します

【５】市民感覚で市政を進めるまち
○
「市民感覚」で都市経営をすすめます
○事務事業のたな卸しで行財政改革をすすめます
○市有施設を効率的・効果的に活用します
○中核市への移行をすすめ、市民サービスを充実します
○情報の公開と提供に努めます
○市民満足度を定期的に調査し市政に反映させます
○相談窓口を充実させます

【２】人づくりと豊中文化を大切にするまち
○豊かな学力・豊かな感性を育む教育環境を整備します
○校舎の耐震化・教室の空調化をすすめます
○文化部門と生涯教育部門の連携を強めます
○南部地域にコラボセンターを整備します
○非核平和社会の実現に向け世界に発信します
○性別に関係なく一人ひとりが社会で輝く環境づくり
をすすめます

投票日は 4 月 25 日（日）
民主党も
あさり敬一郎さんを推薦します

【３】環境にやさしく快適な暮らしを
応援するまち

「中野寛成国政報告会」

○大阪国際空港と共存するまちづくりをすすめます
○市内中小企業、事業者への支援を行います
○就労支援センターの機能を充実し雇用を促進します
○ごみの減量化、循環型社会の実現をめざします
○地球温暖化防止を進めます
○リサイクルセンター、新ごみ焼却施設を整備します
○千里地区近隣センターを再整備します

４月１０日（土）１７時〜
ホテルアイボリー（豊中駅すぐ）
無料

入場
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報告者 衆議院議員 中 野 寛 成
ゲスト 参議院議員 お だ ち 源 幸
あさり敬一郎
皆様のご参加をお待ちしています。

宮地和夫の【３月議会報告】
◎市長提案議案を賛成多数で議決
◎大阪国際空港の存続と活かしたまちづくり
について決議
■会期 ２月 26 日〜３月 25 日
■主な議案
・2009 年度各会計補正予算関係議案（６件）
・2010 年度一般会計予算案
・2010 年度各会計予算案（10 件）
・条例関係議案（17 件） ・人事案件（１件）

■意見書関係議案（２件）
・「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のＮＰＴ再検討会議での
採択に向けた取り組みを求める意見書〜 2020 年まで
に核兵器を廃絶する取り組みを政府として積極的に進
めることを要請しました。
■大阪国際空港に関する決議
・地元豊中市の意向やこれまでの経過を踏まえぬ「大阪
国際空港廃港」論議に対し、豊中市議会としての基本
的な立場（存続を前提とした環境改善と活性化）を表
明しました。

総務常任委員会での質問と答弁（主なもの）
［１］「平和市長会議」加盟後の市の取り組みについて
［質問］
豊中市は、今年３月に「平和市長会議」に加盟した。
核兵器廃絶に向けた気運が高まる中で意義あること。市
民周知の取り組みを検討すべき。

［２］若者の就労実態調査と就労支援
［質問］
「若者等の自立・就労実態調査」の内容と活用。若年層
の就労支援をどのようにすすめるのか。
［回答］
ニートやフリーターなど就労課題を抱える若者の実態

［３］
「自治基本条例」の市民浸透・定着の課題
［質問］
豊中市の憲法ともいえる「自治基本条例」が施行さ
れて３年が経過したが市民への浸透・定着が不十分。
子どもたちにも理解できる「教材化」を検討すべき。

［４］消防広域化の課題
［質問］
現在、議論されている「消防の広域化」に関する現状
と課題は。
［回答］
府が提起した北摂７市３町で構成する「大阪府北部ブ

第６回自然観察会ご案内
今回は六甲高山植物園観察と六甲山頂から有馬口
へ抜ける下り中心の山歩きです。ウサギギクやクロ
ユリなど可愛らしい高山植物に出会えるはずです。

［回答］
これまで「非核平和都市宣」の理念をもとに市民の平
和意識の醸成に努めてきた。平和市長会議への加盟の趣
旨と意義を機会ある毎にアピールしていく。
［要望］
市民が企画から参加できるとりくみを進め、市民周知
と、世界に向けた発信を図られたい。
について 5000 件程度のサンプル調査で行う。そこ抽出
された課題について「豊中市若年者就労問題等連絡会議」
で検討・活用する。
［要望］
中学校での「追指導調査」も参考に、就労困難な若者
を具体的に支援できるとりくみにつなげること。キャリ
ア教育の充実にも活かすべき。

［回答］
現在は施策の実施方法の見直しなど行っている。市
民への浸透・定着は不十分と認識している。子どもた
ちに条例の目的である市民主権を伝える「自治基本条
例の教材化」は重要であり、検討していく。
ロック消防広域化検討会」で検討している。広域化で「消
防力の向上」
「費用削減効果向上」などメリットもあるが、
「市町村での負担不均衡」
「職員処遇の検討」など課題も
ある。２０１０年度中に各市長が協議を行うことになる。
［要望］
広域化の議論は避けて通れない。
「消防力の向上」
「効
果的な税活用」を最優先に検討を行うべき。
［日程］ ５月 15 日（土）午前８時半豊中駅集合 午後５時解散予定
［行程］ 豊中〜六甲〜六甲高山植物園〜六甲山頂〜有馬〜宝塚〜豊中
［費用］ 交通費および見学料 2,500 円ほど
［申し込み］ ＦＡＸ 06-6856-1260 に申し込み下さい
※雨天は中止します
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活動日誌 ２０10 年 1 月〜 3 月
（主なもの）
１月 ４日（月）民主党８区街頭宣伝
５日（火）ティグレフォーラム
８日（金）大阪府教職員組合新春の集い
10日（日）消防出初式
11日（月）成人の日
12日（火）民主党府連福祉医療問題学習会
14日（木）空港問題調査特別委員会懇談会
15日（金）豊中市教職員組合新春交流の
集い
20日（水）豊中私立幼稚園連合協議会新年
の集い
21日（木）監査
22日（金）空港問題調査特別委員会懇談会
23日（土）はばたけ豊中の子どもたち
豊中市退職教職員協議会
24日（日）豊中市原爆被害者の会新年の
集い
2 日（火）行政視察（広島・福岡・北九州各
市、27日まで）
28日（木）沖縄基地問題大阪集会
29日（金）監査
30日（土）シックハウス問題学習会

２月 １日（月）民主党男女共同参画推進委員会
２日（火）行政改革・地方分権調査検討委
員会懇談会
６日（土）森みどり府議新春の集い
7日（日）民主党大阪８区総支部総会
８日（月）行政改革・地方分権調査検討委
員会
９日（火）空港問題調査特別委員会
11日（木）平和を考える集い
12日（金）宮地和夫新春の集い
13日（土）人権保育フォーラム
従軍慰安婦問題学習会
15日（月）町田市・八王子市視察（1 日まで）
17日（水）ごみ減量フォーラム
18日（木）蛍ドーム竣工式
19日（金）監査
20日（土）素のままフェスタ
22日（月）予算内示会
豊中市障害者施策推進協議会
24日（水）監査
25日（木）環境審議会
2 日（金）３月議会本会議（初日）

２月 2 日（金）五中校区健全育成会
28日（日）すてっぷ・国際交流センター
リニューアルセレモニー
３月 5日（金）本会議（２日目 代表質問）
６日（土）みのわっ子ランド
８日（月）本会議（３日目 代表質問）
９日（火）本会議（４日目 代表質問）
11日（木）文教常任委員会
12日（金）第５中学校卒業式
14日（日）あさり選挙事務所開き
15日（月）環境福祉常任委員会
1 日（火）建設水道常任委員会
17日（水）総務常任委員会
18日（木）箕輪小学校卒業式
20日（土）民主党府連男女共同参画委員会
25日（木）本会議（最終日）
27日（土）西村真琴顕彰の会
28日（日）豊中市長あさり敬一郎励ます集い
29日（月）監査
豊中護憲市民のつどい
30日（火）空港問題を考える集い

１／ ﹁平和市長会議﹂
の取り
組みを学ぶために冬の広島
市を初めて訪問︒

写真で見る宮地和夫の活動報告
26

１／１ 6 地域子ども教室にて。子ども
たちと「おもしろ実験工房」で化学実
験をたのしみました。

2／6 インクルーシブ教育シンポジウム。 2／12 「2010宮地和夫新春の集
すべての子どもが共に学ぶ教育について い」にて。多くの地域のかた、仲間の皆
話し合いました。
さんに参加いただきました。

2／１4 豊中市書道連盟の作品展会 3／14 豊中市長選挙に向けて２期目 3／20 民主党府連男女共同参画委
場にて。元同僚の素晴らしい書の前で。 の決意をのべるあさり敬一郎市長。
員会学習会。
「母子家庭の置かれてい
る現状と課題」
を学ぶ。

豊中市議会議員
宮地和夫へのカンパ
（寄附金）
のお願い

編集後記

4／29 豊中護憲集会にて。沖縄の基
地問題を深く学び、改めて普天間基地
撤去の必要性を確信しました。

豊中市議会は大阪国際空港の

「存続」を前提として、空港を活かしたまちづ

「政治とカネ」の問題が厳しく問われている昨今、個人の尊い志
こそが政治を支え、変えていくものです。昨年同様、１口２０００円
のカンパをお願いしています。市政報告ニュースの作成・郵送費及
び市政報告会費用として活用させていただきます。

くりを進める姿勢を示しました。箕面市議会で

２００９度のカンパ収支報告

でした。空港で働く人々、長年騒音対策に努力

収 入 180 人より 391,330 円を戴きました。
支 出 市政報告ニュース
（№.10,11,12）・郵送料・市政報告会など
の費用８７６，９３５円の一部として活用させて戴きました。
振込先 ゆうちょ銀行 ００９５９−０−１６９５２２ 宮地和夫 後援会
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は「将来的な廃港」、府議会は「廃港を考える」
、
兵庫県議会は「存続」。橋下府知事の廃港論がな
ければ、こんな「泥仕合」の必要はありません
されてきた人々、空港を活かしたまちづくりを
考えている人々。当事者抜きの混迷した議論は
府知事のパフォーマンスから始まったもので
す。豊中市長選挙が正念場です。

