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（市政に関する相談はお気軽にご連絡を）

厳しい時代の中.
2011年 新たな飛躍を心に誓って
新年明けましておめでとうござ れています。

います。皆様健やかに新年をお
迎えのことと存じます。

市議会議員として活動させていただき４年がたちまし

た。教育現場そして子どもの権利を擁護する立場から市

世界同時不況の波は働くもの 政を見つめてきました。子どもが健やかに、夢と希望を持っ

の生活を脅かし、新規大卒・高 て暮らせるまちが、すべての市民の幸福につながると確

卒者の就職内定率を過去最低にしています。高齢者・児 信して取り組んできました。
童への虐待増加は、社会の混迷を示しています。明日に

夢中で取り組んできた４年間。
「子ども」
「女性」
「
『障害』

希望の持てる社会づくりと人のつながりを取り戻す営みが 者」
「高齢者」
「若者」
「外国人市民」それぞれ独自の具
求められています

民主党政権の１年半は、国民の皆様に約束した「国民

体的な課題と施策の必要性も見えてきました。

この経験を糧に、２０１１年、市議会議員としてより広い

の生活が第一」の政治実現がなかなか進まず、十分期待 視野を持って豊中市政にチャレンジし「誰もが住みやす

に応えられていません。

しかし、政権交代がめざしたものは「政治をより身近な

い・まち とよなかの創造」をめざします。

本年も皆様の暖かいご指導・ご鞭撻をお願い申し上げ

ものにする」ことでした。その意味では地方主権を推進し、 ます。
基礎自治体（豊中市）でいかに市民生活を守るかが問わ

２０１１年１月１日

豊中市議会議員

宮地

和夫

２０１０年 １２月市議会定例会

「養護老人ホーム」公設民営で建設の方向
議会費削減 財政再建に議会のとりくみ
１１月３０日より１２月２２日まで１２月市議会定例会が行わ （3）原田老人デイサービスセンター他５施設、市立豊島
れました。主な内容は
体育館など屋内体育施設、
市立二ノ切温水プールなど、
（1）一般会計補正予算 ①国の緊急雇用対策基金を活用
大門公園野球場など屋外施設の指定管理者を指定。
し学校現場に１年間情報教育支援員を配置する事業②
日本脳炎個別接種補助事業③養護老人ホーム事業者選
箕面市からの養護老人ホーム共同運営解消が提案さ
定事業④増え続ける生活保護への対応や就労支援員の れ、豊中市は新たに公設民営で設置することを決めまし
増員など。
た。住居に不安を抱える高齢者のセーフティネットとして、
（2）条例改正は①職員給与条例の改定（平均０．
３２％、期 引き続き市が責任を果たします。
末勤勉手当０.２ヶ月ダウン）②議会議員報酬、政務調
厳しい財政状況の中、議会費削減を自主的にとりくむ
査費条例改正③豊中市病院事業の設置等に関する条例 ことになりました。具体的には①月額報酬を３.５万円②政
改正（病院事業を地方公営企業法の規定を適用、新た 務調査費を月額１.５万円削減し、２０１１年度総額３,４６３.３
な診療科〜「消化器内科」「消化器外科」などを設定
万円の議会費削減にとりくみます。
する内容）など。
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宮地和夫 一期目の軌跡
走り抜けた４年間
誰もが住みやすいまち「とよなか」をめざして
２００７年からの４年間。教育の現場から市政の現
場へ。これまでの経験を活かした子ども・教育支援

和・人権・環境」の視点を大切に、市民の生活と権
利擁護の施策実現にとりくみの幅を広げてきまし

の具体策を示してとりくんできました。さらに、
「平

た。駆け抜けた４年間の様子をご紹介します。

豊中市議会に初当選

２００７年

緊張の選挙戦「子どもたちの未来輝くまち とよなか」を訴え
４月２５日激戦の豊中市議会選挙。
「教
育・子育てのしやすいまちは、子ども
たちの笑顔溢れるまち。高齢者・
『障
害』者・女 性・外 国 人など弱 い 立 場

の人たちも安心して暮らせるまちをと
もに創ろう」と訴えました。結果は４５
７６人 の 皆 さんにご 支 持 い ただき当
選。市議会議員として歩みだしました。

・文教常任委員 ・空港問題調査特別委員 ・豊中市伊丹市クリーンランド議会議員
2007 年 4 月 選挙戦

■通学路の安全確保に歩車分離信号
の増設を

■すべての小学校教
室の冷房化を

横断歩道を青信号で歩行中、右左折してくる大
型車に命を奪われる子どもたちが後を絶ちませ
ん。子どもたちに本物の青信号を提供するには、
歩行者と車を分ける歩車分離信号が必要です。
市内の通学路で危険性の高い所を分離信号に
と運動が進められています。市は警察に働きかけ
るなど積極的に取り組むべきと訴えました。様々
なとりくみもあり、現在市内23カ所が歩車分離
信号になりました。

市長の英断で市内中学校の
冷房化が完了しました。しか
し、小学校２７校は未だ整備さ
れないままです。６月・９月の
2007 年 議会質問
教室は３５℃を超え、健康面で
不適な状態が続いています。学習への集中力を高めるために
も小学校教室の冷房化は絶対に必要です。第２期淺利市政の
具体的政策項目に「教室の冷房設備の整備」が盛り込まれまし
た。早期の実現が期待されます。

２００8 年

初めての代表質問
・環境福祉常任委員 ・空港問題調査特別委員会 ・市民クラブ議員団幹事長

■
「無保険の子ども」
をなくす豊中の
とりくみ

医療費の全額を本人が負担しなければならな
い「無保険の子ども」が全国的に問題化。保険
料未納は子どもの責任ではないことを訴え、豊中
市の現状を把握し、子どもの権利擁護の観点から
３割負担で医療を受けることの できる保険証交付
を求めました。
豊中市は全国で最も早い「短期証」の交付を
行いました。自治体の動きは、法の改正につなが
り２００９年度から中学生まで、２０１０年からは高校
生もと、すべての子どもが３割負担で受診が可能
になりました。

■橋下府政の高齢者いじめに対抗
橋下府政がスタート。「府は
倒産企業と同じ」と、財政再建
策を実行しました。しかし、そ
れは市町村の福祉・教育を直撃
する内容ばかり。高齢者の生き
がいの場所「まちかどデイハウ
ス」事業もたち行かなくなる事
態に。
「まちがどデイハウス」にて
宮地は介護予防事業の活用
と市の独自支援策を訴えました。不十分な支援ながら、市内８カ
所の「まちデイ」は、自助努力もあり、高齢者の生きがいの場と
して運営されています。
―２―

２００9 年

政権交代を実現〜地方主権の時代へ
・総務常任委員

・監査委員

・行政改革地方文献調査特別委員

■平和市長会議に加盟し新たなメッセージを

■シックハウス症候群・化学物質過敏症
への対応

オバマ米大統領の誕生
で世界平和実現は新たな
段階を迎えました。広島
市・長崎市をはじめとし
た「平和市長会議」は２
０２０年までの核兵器廃絶
をもとめる「ヒロシマ・
2008年6月 平和の火リレー ナガサキ議定書」の運動
を進めています。市民クラブ議員団は豊中市の加盟を
求めてきました。淺利市長は広島・長崎市長の要請を
受けとめ２０１０年３月平和市長会議に加盟しました。市
は今夏、加盟記念の平和写真展などに取り組みました。

新築・改築の建物などの揮発性化学物質によって引
き起こされる「シックハウス症候群」
。豊中でも発症し日
常生活にも苦痛を覚える方がいます。新たな発症者を
出さず、発症している方の症状を緩和するためには「公
共施設における揮発性化
学物質に関する独自の基
準づくりが必要」と訴え
ました。市は２０１１年度末
のガイドライン策定に向
けて準備中。市内の民間
施設にもより良い住環境
2007年11月 自然観察会
づくりが求められます。

２０10 年

第２期あさり市政がスタート

・ 文教常任委員 ・ 行政改革地方文献調査特別委員 ・ 豊中市箕面市養護老人ホーム議会議員

■児童虐待防止対策の強化を
大阪市西区における養育放棄による虐待死事件は、児
童虐待の深刻さを示しました。豊中市でも、
「子ども家庭
相談室」
「青少年補導センター」において、２０１０年度は
虐待相談２１４件、子育て悩みの相談２３０件に対応してい
ます。宮地は児童虐待を生まないとりくみの強化を訴え
てきました。
市は社会福祉士を配置し相談機能強化に努めると同時
に、保育士・保健師による乳幼児家庭訪問を行い、子育
てに悩む保護者のサポートに努めてきました。また、地
域・保育所・学校園との協働で「児童虐待防止ネットワー
ク会議」を組織し未然防止へのとりくみを強めています。
一方、児童虐待は家庭の社会的・経済的困窮が大き
な要因となっています。
「妊婦健診公費助成」
「助産制度」
「子ども手当」など子どもの育ちを社会全体で支える仕
組みの強化が求められています。

■「障害」者就労、若者の自立支援の
とりくみを
府の「障害」者雇用率は全国で最低水準。地域でと
もに暮らすために、
「障害」者の就労の場は大切です。
宮地は「障害」者の就労支援強化を訴えてきました。市
はジョブトレーニング制度を活用し体験から就労支援へ
のとりくみをはじめました。また、２０１２年４月から稼働
する「
（仮称）リサイクルセンター」において知的障害
者約３０名を雇用する団体設立の支援を行っています。
２０１０年４月「子ども・若者育成支援推進法」が制定。
全国で７０万人とも言われる「ニート・ひきこもり」はじ
め深刻化する若年層の自立支援が課題です。市は「豊
中市若年者就労問題等連絡会議」を立ち上げ、５０００世
帯の調査を実施し、
「集いの場」
や
「寄り添い型就労支援」
等をスタートしました。中学校卒業後の実態把握の必要
性と行政による若年層自立支援を訴えてきました。

市民の声を市政へ！ 政策提言が議員の役割

市議会議員の大切な仕事は、市民生活を守り、市民の困りごとに対応すること
です。同時に、事例から政策を練り上げ、行政と議論し実現していくことです。こ
の４年間、沢山の市民の皆さんから相談いただき、市でできることの具体化と今
後の課題としての整理を行ってきました。しかし、市では解決できないことも沢山
あります。政権交代によってその道筋が見えるように、と願ってきました。
「道なお遠き」が率直な感想です。「政治への不信・不満を少しでも取り除きた
い」引き続き、誠実に仕事に取り組んでいきます。
― ３―

2009 年 地域子ども教室

活動日誌 ２０10 年 9 月〜 1 2 月
（主なもの）
9月 2日 （木）民主党近畿ブロック研修会
4日 （土）淺利敬一郎市長と共に語る集い
７日 （火）本会議
（初日）
9日 （木）環境福祉常任委員会
10日 （金）建設水道常任委員会
11日 （土）救命力世界一宣言シンポジウム
平和教育シンポジウム
13日 （月）文教常任委員会
14日 （火）総務常任委員会
15日 （水）議会報編集委員会
26日 （日）箕輪地区運動会
（最終日）
27日 （月）本会議
29日 （水）五中体育大会
10月 1日 （金）戦没者・空爆犠牲者追悼式典
2日 （土）箕輪小・克明小運動会
（神戸市）
８日ま
7日 （木）全国都市問題会議
で
9日 （土）大阪市教職員組合５０周年式典
読み聞かせシンポジウム
10日 （日）川西市議会選挙津田加代子さん
出発式
11日 （月）蛍池地区・克明地区運動会
（決算）
12日 （火）建設水道常任委員会

（決算）
10月 13日 （水）文教常任委員会
16日 （土）豊中市日中友好協会留学生との懇
親会
（決算）
19日 （火）総務常任委員会
22日 （金）大阪府人権教育研究豊能大会
28日 （木）地方自治体と子ども施策シンポジウ
ム
（白山市 ２９日まで）
30日 （土）歩車分離信号普及全国連絡会議総会
豊中市「事業の戦略的たな卸し」
31日 （日）みどりのフォーラム 豊中市「事業
の戦略的たな卸し」

名張市 １６日まで）
11月 17日 （水）豊中市・箕面市養護老人ホーム議
会 大阪府市議会議員研修会
19日 （金）行政改革・地方分権調査特別委員
会
（滋賀
20日 （土）宮地和夫後援会自然観察会
県高島市）
25日 （木）市民クラブ議員団要望書提出 永
寿園監査
27日 （土）民主党８区臨時総会
（初日）
30日 （火）１２月本会議

11月 1日 （日）豊中市・箕面市老人ホーム議会
市政報告会
2日 （火）五中校区健全育成会
6日 （土）地域子ども教室
7日 （日）５中オヤジの会
9日 （火）文教常任委員会視察
（習志野市、
豊
島区 １０日まで）
11日 （木）人権教育推進委員協議会「人権教
育市民の集い」豊島幼稚園公開研
12日 （金）都市計画審議会 学校図書館を考
える市民の会学習会
（伊賀市、
伊勢市、
15日 （月）一期目議員視察

12月 3日 （金）文教常任委員会
4日 （土）箕輪地区もちつき 「障害」児・者
の生活と進路を考える会もちつき
6日 （月）環境福祉常任委員会
8日 （水）建設水道常任委員会 連合豊中
総会
9日 （木）総務常任委員会
10日 （金）野村いくよ枚方市議を励ます会
（個人質問）
20日 （月）本会議
21日 （火）本会議(個人質問)
（個人質問 最終日）
22日 （水）本会議
24日 （金）永寿園監査

写真で見る宮地和夫の活動報告

9/2 民主党大阪府連男女共同参画推進
委員会でリバティおおさかを視察。

/ 山ノ上のお祭りに参加︒
山車を子ども達と町内巡行︒

10
10

11/1 文教常任委員会視察。習志野市立 11/15 伊賀市へ。新たな地域自治組織
秋津小学校は地域に支えられたコミュニ
のとりくみを学びに。忍者のまちのPR
ティスクール。
もしっかりと。

10／28 地方自治体と子どもたちin白山 11/1 箕輪地区での7回目の市政報告
子どもの権利を守るとりくみを学ぶ。
会。貴重なご意見を伺っています。

11/20 第7回の自然観察会。今回は湧 11/25 市民クラブ議員団で市長へ「要
水と共生するまちづくりを進める滋賀県
望書」提出。市政改革を担うのも私たち
高島市針江地区を訪問。
の仕事。

2011 宮地和夫新春の集い

今年も行います！還付申告相談のご案内

宮地和夫の市議会活動も４年。新たな挑戦の年です。み
なさまとの交流を糧に挑みます。恒例の和やかな会。ご参
加頂けますようご案内します。

「寄附金控除」「医療費控除」「住宅借入金等特

日時

2011 年２月４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・アトラクションなど
会費

別控除」などの還付申告相談に専門家が対応しま
す。ご相談を希望される方は、１月１４日（金）ま
でにＦＡＸでご相談ください。宮地よりご連絡を差し
上げます。
なお、相談を承った場合は資料代金 1,０００円の

3,000 円

ご負担をお願いします。

参加ご希望の方は、

【お問い合わせ先】

ＦＡＸ ６８５６−１２６０ もしくはメールで

ＦＡＸ 0 6−6 8 5 6−１２６０

（kazuo-miyaji615@tcct.zaq.ne.jp）
―４―

