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平和こそ
子どもの笑顔を
守るもの
反核平和の火リレー〜毎年走り続ける
ことで平和の大切さを訴えます。

「平和教育推進のための基本指
針」ができました。
次代を担う子どもたちが戦争も核もない
世界に羽ばたけることを願い、小中学校で
「平和教育」がとりくまれています。不幸な戦
争の歴史を振り返り、加害者にも被害者にも
ならぬ社会の担い手として育って欲しい。そ
の願いを込め、今年３月「豊中市平和教育推
進のための基本指針」が策定されました。
２０
０７年の初当選以来、宮地は議会でその必要
性を訴えてきました。

「中核市」とよなかの改革、開かれた議会をめざして
「中核市になって何が変わったの？」と問われる機会
が増えました。
４月、豊中市立保健所が開所。市民の「体と心」を
守る役所として身近になりました。
「乳幼児の保健」
「精
神保健」
「感染症対策」などの充実が期待されます。
「高
齢者」「障害者」などのいのちとくらしを支える「社会
福祉法人」の承認・監督を担います。市民本位の立場で、
福祉の充実をめざします。
（
「中核市」になった効用は
じんわり漢方薬です。
）
「中核市」の強みを発揮するのはこれからです。行政
が気概を持って市民サービスの向上に努めるよう、議
員の立場で厳しく見守ります。
議会が本当に必要なのかが問われる時代になりまし

た。一人の首長の「決断」で何事も進めることが「決
める政治」と、マスコミはもてはやします。
しかし、行政が本当に市民にとって正しいことを為
しているのか、さまざまな立場から議論し、より良い
決定となるよう議決を通じてチェックすることが議会
の大切な役割です。
そのためには、議会が市民により身近なものとなる
ことが必要です。豊中市議会では
「議会改革検討委員会」
を常設しています。
「本会議のインターネット中継、一
問一答」など改革は徐々に進んでいます。
「議会基本条
例」の検討を進め、より開かれた議会となることをめ
ざします。宮地和夫もしっかりととりくみます。
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5月議会報告

「国民生活の安心と向上を図る各種基金事業の継続
を求める意見書」を採択しました。

５月定例会は人事案件３件（監査委員選任の同意、人
権擁護委員推薦の諮問、固定資産税業界員選任の同意）
を審議。議案外７件（財団法人とよなか男女共同参画推
進財団２０１１年度決算及び２０１２年度事業計画他６
件）
。議員の役割決定。

【２０１２年度

宮地和夫の任務】

・環境福祉常任委員会委員長
・農業委員会委員
・防災問題特別委員会委員

９月議会報告
９月定例会は６日より２７日まで２２日間で開催さ

「大飯原子力発電所３・４号機の再稼働中止を求める

れました。主な案件は①２０１２年度一般会計補正予

意見書」提出に関する請願等を審議しました。議案に

算他３件の補正予算②２０１１年度各経済歳入歳出決

ついては全て原案を可決。意見書については継続して

算認定他３件の決算認定（各委員会に付託され閉会中

審議することになりました。また２件の意見書を採択

の継続審査に）③豊中市意見公募手続きに関する条例

しました。

の改正他１０件の条例設定④土地売買契約の締結⑤

［補正予算の主な内容］

・ポリオ予防接種（９月より生ワクチンから不活化ワクチン接種へ改善します）約１億９千万円
・重点分野雇用創造事業（医療・介護分野など１３事業で１４７名の新規雇用を実現します）約２億８千万円
・小中学校改築・耐震補強（小曽根小・島田小・第一中・第五中、それぞれの校舎改築を進めます）約２億円
・旧庄内防災ひろば買収（土地開発公社より買い戻し）約４億円

［条例改正の主な内容］

・豊中市養護老人ホーム条例の設定（２０１２年４月開所の「養護老人ホーム永寿園とよなか」の管理運営等に
関する条例）
・勤務時間及び休暇に関する条例の改正（臨時職員に関する「一般職非常勤職員」制度創設による処遇改善）
・執行機関の附属機関に関する条例の改正（要綱等で設置された附属機関の設置根拠を明示する）

［採択された意見書］

・再生エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書
・地方財政の充実・強化を求める意見書



貴重な自然を守る

昨年より増えた！「赤坂下池ツバメのねぐら」

7月27日、赤坂下池

提出しました。

には豊中自然環境会議

今年は、市の協力でヨシの新芽を刈り取らず整備。

アジェンダ21自然部

昨年よりヨシが繁茂し、飛来するツバメも昨年の１．

会の呼びかけで50名

５倍ほどになりました。

を超える市民が観察会
に集いました。

この姿をいつまでも続けるためには「ため池として
の赤坂下池の維持管理」と

昨年は、池の中にあるヨシを刈り取り、ヨシ原は3分

「ヨシ原の保全」を両立さ

の1が減少しました。そのため、一昨年は14000羽飛

せていくことが必要です。

来していたツバメたちが4000羽に激減してしまいま

引き続き、関係者の協議と

した。６月、淺利豊中市長に「住宅街にある貴重な自然

協力のしくみ作りに努め

を守るため豊中市も全力を挙げて欲しい」と要望書を

たいと思います。
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９月議会個人質問
9月定例会 本会議で、宮地は2つのテーマで質問しました。

【１】子どもの「意見表明権」について〜子どもの人権擁護のために
Q : 1 「いじめ」をなくすためには、学校が早期発見に努

いるが、豊中市でも必要ではないか。

め、保護者と協力し、子どもの気持ちにより添ったとりくみ
が必要だと考える。大津の少年は誰にも「ＳＯＳ」を発すこ
とができなかった。悩みを抱えた児童・生徒が、学校で相

A

子ども自らが相談しやすい窓口のあり方を研究し、

関係部局と連携し設置を検討していきたい。
要望

文部科学省が
「いじめ対策アクションプラン」
を発表

談できない場合の相談窓口が不十分だからではないか。豊

し、
「第三者機関」

中市の場合はどうか。

設置を支援する。

A

相談窓口はいくつか設けているが、年間数件程度

子どもたちの権利
を守るため、国の

しか子ども自身の相談は来ない。
Q : 2 「子どもの相談窓口」を専門的に設置している市で

は、学校で解決できない相談に数多く対応している。子ど

とりくみを活用す
べき。

もがどのように解決したいかを大切に支援し、成果をあげて
札幌市子どもサポートセンターの相談・
支援業務を視察

【２】中学校給食について〜生徒・保護者・学校に歓迎される事業に
Q:1

「中学校給食」の目的は何か。実施計画はどの

A

アンケート調査結果では、生徒は「お弁当」を、

ように進めるのか。中学校では「自宅からのお弁当を基

保護者は「給食」を望む割合が高い。選択制にするこ

本」としてきたが変更されるのか。

とで調和を図りたい。生徒・保護者に選択される給食と

A

２０１３年度から３年間で中学校に給食を導入す

る。
「お弁当とデリバリー給食との選択制」とする。学
校給食法・衛生基準に基づき、子どもたちに栄養バラ

との調整に万全を期したい。
要望

富田林市では自校調理方式で「給食とお弁当」

の選択制を実施している。ランチルームがあり、栄養教

ンスのとれた給食を提供する。
Q:2

なるよう、栄養価・食育面で内容の充実を図る。学校

「デリバリー給食」で必要な条件整備、課題は

諭が食育を担当し、後片付けは調理師と生徒が協力して
いた。それでも喫食率は５０％だ。設備や維持運営に多

何か。
各中学校に配膳室を設置。基準を遵守する業

額の公金が支出される。持続性があり、生徒・保護者・

者の選定。献立・食育を指導する栄養教諭の配置が必

学校に歓迎される中学校給食となるよう努力されたい。

A

要。インターネットを活かした給食費徴収システム、学
校に負担のない配食などが課題である。
Q:3

市内のモデル校では、デリバリー給食を選ぶ

生徒が５％まで低下している。利用率の低下は利用者負
担が増加し公費負担にも影響する。
A

生徒・保護者のニーズに応える努力をする。

喫食率５０％を当面の目標とする。
Q:4

「給食」は「食育」の大きな柱だが、実施に向

けて各学校との連携をどのように考えているか。

富田林市立葛城中学校を視察し、中学校給食の
あり方について学ぶ
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写真で見る活動報告

活動日誌（主なもの）
２０1 2 年 4月〜 9 月
4月

2日 （月） 豊中市「中核市」移行記念式典
6日 （金） 箕輪小学校・第五中学校 入学式
7日 （土） 箕輪公民分館お花見
8日 （日） 玉井町３丁目自治会お花見

4/28 豊中地区メーデー
「リサイクルバザー」にて

6/28 若手教職員と
「しゃべり場」

7/1 梅村聡参議院議員
「育てる会」会場で

7/16 アクアユートピア
（千里川に親しむ会）にて

7/17 北海道札幌市で視察

7/24 2012非核平和行進に
参加

28日 （土） メーデー連合豊中リサイクルバザー
29日 （日） 市民れんげまつり
5月 12日 （土） 箕輪地域子ども教室
17日 （木） 豊中市議会５月定例会
（本会議）
19日 （土） 宮地和夫自然観察会
（鞍馬）
20日 （日） 豊中市退職教職員協議会２０周年
22日 （火） 豊中市議会５月定例会
（本会議）

２０１２年バスツアーのお誘い

24日 （火） 豊中市議会５月定例会
（本会議）
25日 （金） 大阪府教職員組合定期大会
26日 （土） 大阪市教職員組合定期大会
28日 （木） 豊中市議会５月定例会
（本会議）
6月

9日 （土） 通学路の安全を考えるシンポジウム
10日 （日） 箕輪校区市政報告会
12日 （日） 豊中市私立幼稚園ＰＴＡ研究大会
15日 （金） 豊中市教職員組合定期大会
23日 （土） 国「障」年豊中連絡会総会
26日 （火） 反核平和の火リレー
28日 （木） 豊中教組市政報告会
29日 （金） 豊中市教育者同友会 民生児童委員大会
30日 （土） 大阪府教職員組合教育研究集会

7月

1日 （金） 参議院議員梅村聡育てる会
4日 （水） 豊中平和連帯会議総会

今回はじめてバスツアーを企画しました。場所は丹波篠山。
６年前に発見された「丹波竜」化石発掘現場で、発見者村上茂
さんより直接お話を伺います。その後、「枝豆狩り・芋掘り」・
昼食・農産物の購入と子どもから高齢の方まで楽しめる内容と
なっています。
［日程］ １０月２８日（日）午前８時３０分
豊中市立克明小学校北側出発
午後５時解散予定（参加予定者には後日詳細をご連絡）
［行程］ 豊中〜丹南篠山口〜化石発見現場〜ユニトピアささや
ま〜味土里館〜丹南篠山口〜豊中
［費用］ 4,000円（小学生未満2,500円）昼食代金を含みます。
［定員］ 40名（申込み順。定員に達し次第締め切ります。）
［申し込み］ FAX 06-6856-1260にて申し込み下さい。

5日 （木） 日政連議員団視察
（富田林市立葛城中学校）
7日 （土） 箕輪地域子ども教室
16日 （月） アクアユートピア
17日 （火） 行政視察
（札幌・函館 〜１８日）
22日 （日） 箕輪地区盆踊り
23日 （月） 豊中平和連帯会議護憲集会
24日 （火） 平和行進
27日 （金） 赤坂下池ツバメ観察会

第 10 回市政報告会

今年度、中核市となった豊中市の現状と課題についてまた、
身近なくらしの課題について意見を交わしましょう。
［日時］ １１月９日（金）午後７時〜８時３０分
［会場］ 箕輪センター集会室

29日 （日） ＪＰ労働組合豊能支部大会
30日 （月） ７月臨時議会
8月

4日 （土） とよなかまつり
（〜５日）
17日 （金） 大阪府教職員組合夏期セミナー
19日 （日） 宮山町自治会盆踊り
25日 （木） 豊中市教組サマーフォーラム
29日 （水） 大阪国際空港就航都市サミット
31日 （金） 中学生シンポジウム

9月

宮地和夫へのカンパ
（寄附金）のお願い

豊中市議会議員

6日 （木） 豊中市議会９月定例会
（本会議）
10日 （月） 文教常任委員会
11日 （火） 環境福祉常任委員会
13日 （水） 総務常任委員会
15日 （土） 敬老の集い・平和教育シンポジウム
25日 （火） ９月定例会本会議
（〜２９日まで）
29日 （土） 箕輪小運動会
30日 （日） 箕輪地区運動会

「政治とカネ」の問題が厳しく問われている昨今、個人の尊
い志が政治を支え、変えていきます。今年も１口 2,000 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します。
［2011 度のカンパ収支報告］
■収入 155 人より335，640 円を戴きました。
■支出 市政報告ニュース
（№16.17.18）・郵送料・市政報
告会などの費用 867,885 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
―４―

