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（市政に関する相談はお気軽にご連絡を）

強き豊中のまちづくりを
新年明けましておめでとうござい
ます。

されます。条例案を撤回させるために全力でとりくみま
す。

若者に雇用と希望を

2011年は東日本大震災・福島
原発事故により、人の繋がりの大切
さを再認識させられる、
「絆」
に象徴
される年でした。豊中を
「人の命を
何より大切にするまち」
にするため、
宮地は決意を新たにしています。

若者の半数近くが非正規職員、低賃金で将来に希望が
もてません。国はもちろん、豊中市で若者の就労支援・
雇用創出が必要です。引きこもり・ニートなどへの支援
も必要です。
「若者が元気」
「子育て世代が元気」
ではじめ
て明るいまちづくりが進みます。若者支援を豊中市の大

子どもたちの未来を守りたい

きな柱にします。

安心なまちづくりを

大阪の子どもたちに危機が迫っています。
「大阪維新
の会」の勝利は、政治や社会の閉塞感を荒っぽい橋下氏

東海・東南海・南海地震の発生が、近い将来予想さ

でなければ突破できないという府民の判断でした。
しか

れます。学校施設の耐震化、津波対策の強化、避難施設

し、極めて危険な判断です。

の充実、消防・防災機能強化が重要です。災害弱者を生

教育基本条例案は、教育を府知事の思うとおりに進め

み出さないしくみ、市の継続体制、地域で支え合うしくみ

るためのものです。子どもたちを点数だけで競わせ、教

づくりが必要です。安全なまちづくり、絆の強いまちを創

員同士も競わせ、最低評価の教職員は辞めさせる。教育

るために、皆さんの声を受けとめ、今年も全力でとりくみ

で一番大切な
「協力する」
「自他を尊重する」考えは否定

ます。

豊中市議会議員

宮地 和夫

「障害」者が働く場 （株）
「きると」がスタート
事業成功の鍵は「市民の分別協力」
4月より豊中市伊丹市クリーンランドにおいて

れるのですか」

「豊中伊丹３Ｒセンター」が操業を開始します。豊中

入 部「市 民 の 皆 さ ん が 出 さ れ る

市ではごみの新分別が行われ、紙・缶・ビンそして

『資源ごみ』を製品化する作業

プラスチック製容器包装（注）の資源化が行われま

です。ベルトコンベアーで流さ

す。事業の一部を担う株式会社「きると」が事業を開

れ て く る 缶・ペ ッ ト ボ ト ル・ 完成間近の3Rセンター
そ の 他 プ ラ ス チ ッ ク（プ ラ ス

始します。
「きると」事業統括部長の入部正也さんに
お話しを伺いました。

チック製容器包装）
から異物を手選別で取り除く仕事
です」

宮地「30人 の 知 的『障 害』者

宮地
「大変な作業のようですが、
従事される方はどんな

を雇用されるとのことで

方ですか」

すが、どのような仕事をさ

（4 面へつづく）
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12月議会
【主な議案】
⑴ 平成２２年度各経済歳入歳出決算認定および各
事業会計決算認定
⑵ 平成２３年度一般会計補正予算および国民健康
保険事業特別会計補正予算案
⑶ 中核市への移行に伴う条例改正案（１８条例案）
⑷ 工事請負契約の締結

⑹ 地区計画（区域内の建築物制限設定）条例案

⑸ 一般職員の給与に関する条例改正案

⑺ 意見書 など

2010年度の一般会計決算認定は、実質収支で１０億１千万
円の黒字で、７年連続の黒字決算を維持し承認されました。ま

ム永寿園」の解消に伴い、高齢者のセーフティーネットの確保
を行うため新たに養護老人ホームを整備します。
また、保育所待機児童解消を目的に２０１２年４月に２箇所の

た、市立病院、上下水道事業など事業会計も黒字決算を維持

保育所で４０名を増員する一方、２０１３年４月には３つの私立

し、承認されました。
補正予算の主な内容は、府交付金などを活用した「地域支
え合い体制づくり」「防犯灯のＬＥＤ化」など。また、債務負担

幼稚園を保育所と一体化する「認定こども園」として変更し、
８５名の０〜２歳児の受け入れを図る予定です。

行為補正（翌年度に予算執行を持ち越す事業）では、養護老

小・中学校施設耐震化推進事業も2012年度にかけて１６校

人ホーム建設事業、民間保育所整備事業、放置自転車管理返

の耐震工事、８校の耐震設計を行います。2015年度までに

還業務委託などが承認されました。

全学校施設の耐震化率を９０％以上にする予定です。
意見書は「大阪府立稲スポーツセンターの運営継続に関す

現在、箕面市との協働事業で行われている「養護老人ホー

る意見書」などが採択されました。

１２月議会
【１】赤坂下池の「ツバメのねぐら」保護について

個人質問
【２】障害福祉サービスの安定的供給について

［質問］
２００６年頃から第二中
学校南の赤坂下池に「ツ
バメのねぐら」ができた。
昨年までは日没前のおよ
そ30分、池 の 上 空 で1
万羽を越すツバメが乱舞
し、秋 の 渡りまで生 活し
ていた。しかし、ツバメは昨年の１／３程度に減少した。巣になっ
ていたヨシを刈り払ったためだ。市はどのような対応を考えて
いるか。
［回答］
赤坂下池の「ツバメのねぐら」は都市部の貴重な自然で保全
の必要がある。
灌漑用ため池と野鳥の共存は可能であり、
「ツバメのねぐら」
保護にはヨシの繁茂が必要。ヨシを残す方法について、地元財
産区も含め協議していきたい。
［要望］
豊中市民環境会議アジェンダ２１自然部会の皆さんが「ツバ
メのねぐら」保全のため協力する表明をされている。市民との
協議・協働で残された貴重な自然を保全すべき。

［質問］
中核市移行及び府権限移譲に伴い、社会福祉法人の許認
可・監督等、また指定居宅サービス事業者、指定障害福祉サー
ビス事業者等に対する「指定」「指導」「監査」などに市が責
任を負う。「障害」者福祉の向上のために、どのような取り組
みを行ってきたか。指定業者の指導監督業務における市の基本
姿勢、また職員配置はどのようなっているか。
［回答］
「障害」者福祉サービスは「市民、事業者、行政のパートナー
シップに基づく協働」で支えられている。事業者の指定取り消
しなどによっては、利用する「障害」者の大きな負担となる。
安全・快適で質の高いサービス提供のために本市の実情に
そった指導方針で、事業所の育成や支援につながる指導業務
を行いたい。また、適正な業務執行体制を構築する。

【３】大阪府教育基本条例案に反対の声を
［質問］
松井知事は、大阪府教育基本条例案について府教育委員と
協議し２月府議会に上程するとしている。条例案に対する疑問
や課題を府教育委員会に具体的に提起すべき。また、学力調
査テストの学校別結果公表は過度な競争を引き起こすもの。毅

―２―

然と反対し、対応策を考えるべき。
［回答］
大阪維新の会の提案による条例案には、教育に関わる法律等
との適合性に疑問があり、文部科学省も指摘している。府教育
委員会には疑問や課題を提起し、適切な対応を求めていく。学

視察報告

力調査テスト学校別の結果公表は、一面的な学校の序列化や
過度の競争をもたらし、児童生徒の心や学習意欲に好ましくな
い影響を与えると認識している。学校別結果公表が実施される
なら、調査参加には慎重に対応する。

「しまね学校図書館活用教育フォーラム」に参加して
１１月１１日１２日に松江
市で行われた「しまね学校

年間計画」
を作成します。
報告では、図書館活用を小学校から継続して向上させる

図 書 館 活 用 教 育フォー ラ

取り組み、「読書センター」機能を地域人材の活用で強化さ

ム」に参加しました。初日は

れている様子、子どもたちの活発な図書委員会活動などが

「研修分科会と講演会」、２

紹介されました。

日目は「活字文化推進会議

新学習指導要領が完全実施され、分厚くなった教科書と

企画、児童生徒意見発表と

削減された「総合の時間」。
「詰め込み」と「課題解決力」がと

シンポジウム」
と盛りだくさんのプログラムでした。

もに求められ、図書館教育は押しつぶされかない状況です。

印象深かったのは、研修分科会での松江市立東出雲中学
校の実践報告でした。東出雲中学校は、
「情報・メディアを活

全校に司書が配置され、学校図書館の更なる活用が期待さ
れる豊中市にとり、学ぶところが多い報告でした。

用する学び方の指導体系」
を確立し、学校図書館司書はもち

専任の司書教諭が活躍することで、学校教育の中で図書

ろん、「専任司書教諭」が図書館活用教育のコーディネー

館が活かされることが改めて分かりました。専任化の壁は厚

ターとして活躍しています。司書教諭は図書館の使い方を指

いですが、司書教諭の負担軽減を通じて歩みを加速すること

導すると同時に、各教科や学年と協働して
「学校図書館活用

が重要です。そのことは市の課題でもあると思いました。

中 核 市ってなに？

４月 から豊中 は「中核市」に移行
２０１２年４月 豊中市は「中核市」に移行します。
市のあちらこちらに、こんな言葉を見かけるようになりま
した。市の広報などでも紹介されていますが、市民にとっ
て何が変わるのでしょうか。素朴な疑問に応えます。

わるの？
［Ａ４］府からの事務の移譲で
「社会福祉法人」「介護サービ
ス事業所」「障害者福祉サービ
ス事業所」などの指定・指導監

［Ｑ１］中核市って何？
［Ａ１］人口３０万人以上の市で、これまで府で行ってきた
事務を市民に近いところで行えるようになります。

督権限を持つことになります。市民本位のサービス提供と
安定的な事業運営を直接、市が指導することになります。
また、「良好な住環境の維持」「総合的な環境保全」「教職

［Ｑ２］具体的にはどんなサービスが変わる？
［Ａ２］身障者手帳の交付、母子福祉資金の貸付、新型イ
ンフルエンザなど感染症の対策など迅速に行えるようになり
ます。

員研修の充実」など豊中らしいまちづくりを進めるための
手段を得ることになります。
［Ｑ５］市役所ばかりが大きくなることにはなりませんか。
［Ａ５］市職員が増える分の人件費は国からの財政措置が

［Ｑ３］あまり変わらないような気がしますが。
［Ａ３］市民に直接提供するサービスが大きく変わること
にはなりません。しかし、市立保健所ができることで「総
合的な保健衛生行政」「利用しやすい保健相談窓口」がで
きます。また、食品衛生に関する業者への指導で市民の健
康を守るとりくみを進めます。

［Ｑ４］他にどんなところが変

予定されていますが、効率的な行政運営に努めていかねば
なりません。また、豊中市が中核市として誇りうる市となる
ためには、市民と協働する市職員の育成が大切です。
中核市は全国に４１市。４２番目となる豊中市が本当に「住
みやすい街」となるためには、市民の暖かく・厳しい市役
所を見守る目が必要です。

― ３―

（1面からつづく）

入部「年内に25名の知的『障害』のある方を一般就労枠
（給与月額13万円、社会保険完備）で採用しました。
4月の操業開始までにスキルアップを図ります。残り

『市民の分別協力』
です」
宮地「と言いますと」
入 部「２ つ あ り ま す。一 つ
は何が資源化物であるか

5名は新規卒業生枠で4月に採用する予定です」

をしっかり知っていただ

宮地「これまで一般就労で30名もの雇用を行う事業
所はありませんでした。画期的な事業だと思います

しいと言うことです。特にプラスチックは『プラマー

が、どのような理念で事業を進めるのですか」

ク』のついたきれいなものを資源化物として出して

入部「『きると』という名に２つの思いを込めました。

いただきたい。もう一つは、プラスチック製容器包

『キルト』〜繋ぎ合わせて創造する。そして『Ｋ（共助）

装は小袋に入れず、資源化物の袋に直接入れていた

Ｉ（伊丹）Ｒ（リサイクル）Ｔ（とよなか）』です。豊中

だくことです。そのことが徹底されないと『きると』

伊丹両市の『障害』者が中心となって働き、資源リサ
イクル事業に貢献することをめざしています」
宮地「『障害』者の働く場を創ると同時に、環境に貢献

「きると」での作業の様子

き、異物を入れないで欲

の仕事は進みません」
宮地「市民の協力があってはじ
めて資源リサイクルは成り立

するという素晴らしい理念の事業ですね。さて、苦

ち、
『きると』で働く『障害』者

労して準備されて来た事業ですが、今後の課題は何

も笑顔で働けると言うことで

でしょうか」

すね。事業の成功を願ってい

入部「もちろん『きると』のメンバーがしっかりと仕事

ます。頑張ってください。今日

を覚えることです。しかし、それ以上に重要なことは

は有り難うございました」

（注）プラスチック製容
器包装〜商品を入れた
り包んだりしているプラ
スチック製の「容器」や
「包装」で、上のプラマ
ークが目印となります。

活動日誌 ２０1 1 年 1 0 月〜 1 2 月
（主なもの）
10月 １日（土） 箕輪小・克明小運動会
５日（水） 大阪航空局要請行動 全国都市
問題会議（鹿児島市）
７日まで
８日（土） 豊中市日中友好協会中国留学生
懇親会 読み聞かせシンポ
１１日（火） 文教常任委員会（決算）
１５日（土） 市制７５周年記念式典 防災フェ
スティバル とよっぴーまつり
１７日（月） 環境福祉常任委員会（決算）
１８日（火） 建設水道常任委員会（決算）
２１日（金） 箕輪地区市政報告会
２２日（土） 宮地和夫を応援する教職員の会

２６日（水） 市民クラブ議員団視察
（平塚市、世
田谷区、柏市 〜２８日まで）
３０日（日） 箕輪地区文化祭
11月 ５日（土） みのわっ子（地域子ども教室）
９日（水） 空港問題調査特別委員会（国交省
要請、成田市視察 〜１０日まで）
１１日（金） しまね学校図書館活用教育フォーラ
ム
（１２日まで）
１３日（日） 自然観察会（京都ただすの森）
１４日（月） 空港問題調査特別委員会現地調査
１５日（火） 豊中市伊丹市クリーンランド議会
１８日（金） 大阪府市議会議員研修会

11月２１日（月） 市民クラブ議員団市政要望書提出
２２日（火） 豊中市日中友好協会江西省訪問
３０日（水） 本会議（１２月議会初日）
12月 ２日（金） 建設水道常任委員会
３日（土） 箕輪地区もちつき
５日（月） 文教常任委員会
７日（水） 環境福祉常任委員会
８日（木） 総務常任委員会
１９日（月） 本会議（個人質問）
２０日（火） 本会議(個人質問)
２１日（水） 本会議（個人質問 最終日）

写真で見る宮地和夫の活動報告

10/6 鹿児島市での全国都市問題会議
にて。会派でまちづくりを学ぶ。

10/8 阪大中国人留学生と交歓会。若者
達の元気な歌声に感激。

10／11 山ノ上地区の秋祭り。御輿の町
内運行を手伝いました。

2012

11/5 地域子ども教室「みのわっ子」お
もしろ実験工房。

宮地和夫新春の集い

恒例の「宮地和夫新春の集い」を開催します。気の置けな
い和やかな会です。お申し込みは、
ＦＡＸかメールでどうぞ。
■日時
■会場
■会費

12/3 みのわ社会福祉委員会主催「お
12/9 とよなか環境展にて。環境を守る
餅つき」。地域の方と楽しいひとときを。
市民の力を実感。

年 月 日（日）午後 時 分〜（ 時 分受付開始）

豊中市福祉会館３階（岡町駅東へ300㍍ ）

3,000 円

■連絡 ＦＡＸ ６８５６−１２６０

もしくはメールで（kazuo-miyaji615@tcct.zaq.ne.jp

―４ ―

）

