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　戦後50年以上続いた自民党政治が打ち破られました。利権や天下
りなど様々な構造的矛盾を生み、未曾有の社会・経済危機を乗り越え
る能力を失った自民党政権が終わりました。
　民主党の勝利は政治を国民の手にとりもどす、みなさんの意思表示
でした。民主党そして、豊中選挙区中野寛成候補へのご支援に心から
お礼を申し上げます。これからが政治改革の本番、引き続きの激励と
ご支援をお願いいたします。

民主党へのご支援に感謝民主党へのご支援に感謝

国民生活第一の政治は今からが正念場国民生活第一の政治は今からが正念場国民生活第一の政治は今からが正念場

地方分権改革　～地方財政の自立が不可欠～地方分権改革　～地方財政の自立が不可欠～地方分権改革　～地方財政の自立が不可欠～

　政権は交代しました。しかし、これまでの権益にしがみ
つこうとする勢力は国会外では健在です。霞ヶ関・道路
族・累進課税強化に反対する勢力・・・様々な抵抗をはね

　豊中市財政は、度重なる行財政改革にもかかわらず厳
しさが増しています。この間の経済危機による税収減、
国の「三位一体改革」による地方交付税・交付金の削減
で自治体財政は危機に瀕しています。地方財政の自立

　市政報告ニュース「豊中新しい風」№５および№６で連絡先ＦＡＸ番号を間違って掲載し、関係者に多大なご迷
惑をおかけしました。今回新たに本年６月ＦＡＸ文書が誤って送信される事態が生じてしまいました。関係者に改
めて深くお詫び申し上げますとともに、市政報告ニュースをお持ちいただいております皆様には、今一度№５
（2007年10月発行）および№６（2008年1月発行）の廃棄をお願いする次第です。

　なお、正規のＦＡＸ番号は　　　　　　　です。ＦＡＸ番号を登録しておられる方は、番号をご確認
いただきますようお願い申し上げます。

マニフェストの実現に
引き続きのご支援を
マニフェストの実現に
引き続きのご支援を
マニフェストの実現に
引き続きのご支援を

化、財政基盤の強化無くして地方分権はありません。
　私たちが住む「とよなか」が自立し、生き生きとした街
になれるのか、新政権の政策に注目すると同時に、私た
ち市民自らのとりくみが求められます。

のけ、マニフェストで示した政策を実行するには国民的な
後押し、応援が必要です。一朝一夕に改革が進むもので
はありません。新政権への熱いエールをお願いします。

市政報告ニュースNo.5およびNo.6をお手持ちの方は廃棄を、
FAX番号を登録されている方は番号の再確認をお願いします。

お 願 い

◀鳩山由紀夫党首、中野寛成候補とともに
　政権交代を訴える。（2008年9月）



【5月議会】

【7月議会】

【総務常任委員会での宮地和夫の質問】

中心とした総額約１０億円の一般会計補正予算審議が主な案
件でした。
豊中市では①学校への太陽光パネル設置②高齢者施設
の補修工事③女性特有のガン検診推進④道路改良事業⑤

案件が承認されました。
①人事案件として市議会議長に飯田武丸氏（公明党議員団）
副議長に中蔵功氏（新政とよなか議員団）の選出をはじめ、
各常任委員会などの役員が選出されました。
②２００９年度一般会計補正予算、市税条例の一部改正などの
専決事案の報告が行われました。
③ふるさと雇用再生基金事業・緊急雇用創出基金事業（約９,
７００万円、地域就労支援事業・地域雇用創出推進事業と併

せ２００９年度に約５２０名の豊中市における新規雇用創出
予定）が承認されました。

　【２００９年度豊中市議会における宮地和夫の任務は以下の
通りとなりました。】

◎総務常任委員
◎行財政改革・地方分権調査特別委員会副委員長
◎議会報編集委員　◎監査委員

［１］ＤＶ被害者支援給付金制度で相談支援を
［質問］
 ＤＶ被害者等にかかわる臨時生活支援金給付制度に２００万
円が予算計上。定額給付金支給及び子育て応援特別手当に
関する公平性を担保し、最も必要とされながら支給対象にな
りにくかったＤＶ被害者への給付制度として認識している。情
報提供の方法をどうするか。加害者から逃げ、資格要件が取
得できにくい方などへのきめ細かい対応は検討しているか。
［回答］
　情報提供は、市広報はじめケーブルテレビ・ＤＶ被害者支援
組織等を通じ可能な限り該当者へ情報が届くように努める。
被害者の実情を踏まえ、本人証明・ＤＶ被害者相談状況・居住
証明などについては総合的に判断し給付を行いたい。
［要望］
 特に「ＤＶ被害を証明する公的機関書類等」が取得できない
方は、相談自体ができていない可能性が高い。男女共同参画
推進センター「すてっぷ」などでの相談対応を求める。給付を
契機に一人でも多く救済され、自立支援につながることを期
待する。

［２］新型インフルエンザ対策備蓄品の学校配備検討を
［質問］
 今秋、新型インフルエンザ（弱毒性のＨ１Ｎ１型）の大流行が
予想される。災害対策費消耗品費で消毒液・市職員用マスク
が備蓄されるが、市民向けのマスクとりわけ、学校施設等への
備蓄は行わないのか。集団感染の場として危険をはらむ学校
などの施設では要望が強い。
［回答］
　インフルエンザ対策は、市民の「自己責任・自己対応」が基
本と考えている。今回は強毒性への対応で、職員が感染源と
ならないための準備である。しかし、担当各課との連携を密に
対応策を検討する。
［要望］
　すでに各地で学校を介して新型インフルエンザが蔓延し始
めている。感染源となる学校に子どもたちが登校すると免疫
を持たないので感染者は増大する。神奈川県座間市ではマス
ク２０万個を備蓄し、子どもたちに支給する。早急に検討の上
備蓄を実施し必要な子どもに対応すべき。（9月実施の運び）

　小泉構造改革路線による格差拡大・貧困増大の政策と、米国発の金融危機による世
界経済危機のもと解雇・雇い止めなどで多くの国民がセーフティネットに頼らざるを
得ない状況が進行しています。その最後の砦が「生活保護」です。生存権を守り、人と
しての尊厳を守る制度としての「生活保護」を考える研修に参加しました。

新型インフルエンザ対策備蓄品購入⑥消防車両更新整備
⑦防災行政無線再整備⑧学校ＩＣＴ環境整備⑨公有財産
データベース整備事業などへの活用が提案され、すべて承
認されました。
宮地和夫は、総務常任委員会で補正予算審議に参加。麻生
政権の「ばらまき」予算を批判しながら、それでも豊中市に有
効な、市民に必要な施策となることを追求しました。

20０９年４月１７～１８日

第１回生活保護問題議員研修会
今こそ大事“生存権”を守る学ぶ生活保護

視察報告
［1］

■ 2

　２００９年５月市議会は１５日～２６日
を会期として行われました。
　主な案件は下記の通りで、すべての

７月臨時市議会が７日～１７日の日
程で行われました。
「経済危機対策臨時交付金事業」を
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　「自治体のセーフティネットは定住市民を想定してい
る。雇用の流動化で制度の狭間で見捨てられる派遣労働
者などが救済されない。生活保護以前のセーフティネット
が必要」と訴えられました。

　「新自由主義は強欲と嫉みを煽り、下見て暮らせの思想
を強化、人々を分断し政治責任を隠す。貧困は自己責任と
され、セーフティネットの利用は『恥』との考えが流布され
る。現在のセーフティネットは穴だらけ。しかも人間の尊厳
から制度設計されてはいない。脱落したらはい上がりにく
い社会構造になっている。若者が誇りを持って働き生活で
きる社会制度と思想の確立が大きな課題。オバマ大統領
が推進する『グリーンニューディール』のような大胆な成
長戦略が必要」と政治の変革を訴えられました。

　不正受給問題に関連して「不正受給が過大に報じられ
ている。率は１．３６％、受給金額は０．３３％に過ぎない。生
活保護受給者のかなりの部分が不正をしているかのよう
な報道は保護抑制効果を持つ。生活保護が権利ではなく

５月２７日～２８日岐阜県
多治見市で開催された第１７
回環境自治体会議に参加し
ました。一昨年、４０．９℃の日
本一を記録。地球温暖化やご
み処理最終処分場問題・岐阜
県最大の産廃処理施設があ
るなど、環境自治体としての

取り組みを求められてきた経緯とごみ２３分別を全市で
実施してきたことが冒頭紹介されました。
初日の全体会では
　～ひとづくりが支える環境と経済～をテーマに牧野長
野県飯田市長、植木福岡県大川市長、山岸福井県勝山市
長、村田北海道斜里町長、古川岐阜県多治見市長が環境
の取り組みを通じた住民参画、地域の人材育成、自治体職

第１７回環境自治体会議 たじみ会議
員の意識改革について熱く語られました。
　また、タレントの「さかなクン」と首長の特別授業は地
元土岐川を題材とし、子どもたちとの巧みなやりとり。生
物（さかな）を通じた、環境総合教育として楽しく受講しま
した。
２日目午前はフィールドワーク（ごみ２３分別の市民協
力の様子、陶磁器食器リサイクル工場の現場見学）
午後は第１分科会「循環型社会を目指して～もっとご
みを減らす～」に参加。先進都市の取り組みは大いに参考
になりました。行政は「ごみ減量」「リサイクルの推進」を
進め市民協力を求めています。しかし、いちばん大切なこ
とは大量生産・大量消費の社会への疑問や批判を個人と
してしっかり持ち広げていくこと、それを社会的な動きと
することだと感じました。

施しと受けとめさせられてしまう」と日本社会における生
存権の軽さを指摘されました。

湯浅誠さん（ＮＰＯ法人生活サポートセンター・もやい）
金子勝さん（慶應義塾大学経済学部教授）

吉永純さん（花園大学教員）

（2頁から続く）

視察報告
［2］

市民とともに 2009年４月～８月

▲４／２９　豊中地区メーデー
　～働く仲間と、環境について考
　え、とりくみます。

▲４／２９　豊中れんげ祭り～
　公民分館出店のお手伝い。

▲５／７　憲法施行６２周年大阪
　府民集会～憲法は国民の誇り。
　改めてかみしめます。
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▲４／２５　市政報告会～地域で
　受ける市政に関する意見、質問
　をこれからの活動に活かします。

▲５／１３　箕輪公民分館研修
　旅行～雄大な黒部の景色と
　黒四ダムに感激。

▲５／１６　地域子ども教室
　（みのわっ子ランド）にて、おもし
　ろ実験講座を担当。

▲６／１　茨木市の子育て集いの
　ひろば事業「森のひろば」
　～地域での支援事業を視察。
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　50数年続いてきた自民党政治が終わりました。政権交代
が出来る政治をめざし、幾多の人々が闘ってきたことでし
ょう。多くの思いが胸をよぎります。
　しかし、問題が解決したわけではありません。障害者の
自立支援をどのように支えるか。介護・医療の崩壊を食い
止め、家庭で呻吟されている方々をどのように救済する
か。非正規労働・低賃金にあえぐ若者が誇りを持って働け
る雇用をどうつくるか。子どもたちが未来に希望を持てる
社会をどのように創っていくか。これからが本当の闘いで
す。地道に粘り強く、皆さんと共に。（M）

　4月に宮地和夫の活動を支えるカンパ（寄附金）をお
願いしましたところ、174名の方にご協力いただきまし
た。心よりお礼申し上げます。基本的には市政報告ニ
ュースの印刷・郵送費及び市政報告会の諸経費などに
活用させていただきます。ご報告は、1月の市政報告ニ
ュースで行います。年内の寄付につきまして一口2000
円で、引き続きお願いしています。郵便振替の口座番
号は00950-0-0169522（名義 : 宮地和夫後援会）
です。よろしくお願いいたします。

寄付金ご協力のお礼 編集後記

▲６／４教職員のみなさんに市政
　報告会～環境を守る取り組み、
　市政全般についての報告。

▲６／６第１１回通学路の安全を
　考えるシンポジウム～歩車分離
　信号をスタンダードな信号に。

▲６／２０国際障害者年豊中連絡
　会総会～障害者施策に関する
　取り組みを報告。

▲６／２３反核平和の火リレー～
　沖縄戦終結の日に反核・平和を
　訴えて茨木市まで。

▲７／２４被爆６４周年非核平和
　行進～オバマ大統領の核兵器
　廃絶への決意を胸に行進。

▲７／３０第３０回在日韓国・朝鮮
　人児童生徒のためのハギハッ
　キョ（夏季学校）にて。

▲７／２６箕輪公民分館「盆踊り」」
　～夏には欠かせない地域の恒例
　行事。

▲７／２９豊中みどりの交流会主
　催「ゴーヤツアー」～緑のカーテ
　ンづくりがすすみます。


