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7月臨時議会で所信表明7月臨時議会で所信表明

５．市民感覚で市政を進めるまち」の基本政策、３つのプロ
ジェクト（１．暮らし応援　生活安心プロジェクト　２．豊
中っ子　健やかはぐくみプロジェクト　３．お役所仕事　点
検・見直しプロジェクト）を果敢に取り組むことを通じて、市
民生活の向上を実現する決意を表明されました。
　また、①田中逸郎前政策企画部長の副市長選任②市長
改選後の「肉付け予算」である補正予算③市税条例改正、
市民会館の閉鎖を決定する条例など７つの条例改正案等を
各常任委員会で審議。８月１０日にすべての議案は原案通り
可決成立しました。

　２期目の当選を果た
された淺利市長が今後
の市政運営に対する決
意を表明されました。
　市長は「子どもたち
の未来が輝くまちづく
り～響きあう豊かな心・
支えあう地域の力～」を

基本理念に、「１．安全に住み続けられるまち　２．人づくり
と豊中文化を大切にするまち　３．環境にやさしく快適な暮
らしを応援するまち　４．共感のコミュニティの息づくまち

第2期あさり市政がスタート第2期あさり市政がスタート
市民とともに歩む市長の決意を示す市民とともに歩む市長の決意を示す

市民生活の向上めざし、市政のあり方を質疑
　７月臨時議会では市長の所信表明及び政策予算（補正予算）に関する質疑が行われました。宮地は市民クラブ議員
団を代表して20項目にわたり市政全般に関して質問を行いました。
　これまで３年間「こども・障がい者・教育・環境」などの課題で、具体的なとりくみを求めてきました。引き続き、
第２期淺利市政がしっかりと課題を受けとめてくれることを期待しています。（２面に質疑回答の要旨を掲載）

市民クラブ議員団を代表して質疑市民クラブ議員団を代表して質疑

所信表明演説を行う浅利市長

本会議の主な議案

［補正予算の主な内容］

◎　２０１０年度豊中市一般会計補正予算案など予 算案２件
◎　人事案件～副市長選任の同意
◎　市税条例の一部改正案、市民ホール条例一部改正案、
水道事業給水条例の一部改正案など７条例案

◎　淺利市長の所信表明

①　子育て～子育て支援センターの拡充
②　教育～「とよなか学習応援団」「科学の街とよなか事

業」「幼稚園庭の芝生化」「私立幼稚園体力向上・読書
活動支援」

③　雇用促進～緊急雇用創出基金事業、重点分野雇用創
出事業（新規雇用者２９１名）

④　グリーンニューディール基金事業～道路照明のＬＥＤ化
など

⑤　まちづくり～刀根山道道路改良、服部駅周辺まちづく
り推進プラン策定、コミュニティバスの運行

⑥　行政改革～行政評価制度の構築など
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代表質問を行う宮地和夫

宮地和夫、第２期淺利市政の基本姿勢を問う宮地和夫、第２期淺利市政の基本姿勢を問う宮地和夫、第２期淺利市政の基本姿勢を問う

　市民クラブ議員団として第２期淺利市政の基本姿勢、基本政策につい
て２０項目にわたる質疑を展開しました。２期目に実現をめざす政策、豊
中市の未来像を示すプランなど今後の施政方針について建設的な議論
を行いました。主な議論をまとめました。

 【１】淺利市長の基本姿勢について

［質問］　２期目４年間、行政の長、市民の代表として市政運営
にとりくむにあたり、よりどころとされるもの、改革に向
けた思いを率直に語られよ。

［回答］　豊中市の「市民力」「地域力」を背景に、リーダ
シップを発揮しつつ、市民や職員との良好な信頼関係
を更に築きながら改革を進めていきたい。

 【２】地方主権改革に向けた姿勢について

［質問］　地方主権改革が叫ばれ、２０１２年には豊中市は中
核市になる、また教職員の人事権移譲の課題もある
が、基本姿勢について示されよ。

［回答］　住民に身近な行政はできるだけ基礎自治体である
豊中市で担っていきたい。そのためには権限と同時に
財源・組織体制整備が不可欠。その際、国民に保障
される最低限の行政水準を維持した上で、自治体の
独自性が発揮されなければならない。

 【３】（仮称）こども健やかはぐくみ条例について

［質問］　市長公約の「（仮称）こども健やかはぐくみ条例」
はどのようなものか。条例では、子どもの権利擁護に
関する施策検討されるのか。

［回答］　子育てや教育など、こどもたちを取り巻く環境をよ
りよいものとするために基本的な考え方と推進方策
を明らかにする。こどもの権利擁護に関する仕組み作
りは十分検討していきたい。   

［要望］　条例策定過程でこどもや保護者の意見を反映させ
るなど丁寧に議論を進めていただきたい。

 【４】青年層支援について

［質問］　ニートやひきこもりなど青年層の課題が「非行防
止」から「生き方」支援に変わりつつある。政府も
「子ども・若者育成支援推進法」をつくった。市のとり
くみは。

［回答］　６月より「豊中市子ども・若者育成支援推進検討
会議」を立ち上げ、１８歳から３０歳代の若者世代を
対象に一貫性のあるライフサポートを検討している。
「若年者就労問題連絡会議」では５０００名規模の若
者の自立就労調査を行い支援策の検討を進める。

 【５】障害者就労支援について

［質問］　府は障害者雇用を進めるために「大阪ハートフル条
例」を策定した。市のとりくみは。また、（仮称）リサイク
ルセンターで３０名の知的障害者を雇用する団体設立
が計画されているが、どのように支援していくのか。

［回答］　市役所を「職場体験実習事業」の場として活用し、
就労を希望する障害者や就労支援員のスキルアップ
を図り、市の職業紹介などで就労支援を進める。

　　　　障害者雇用団体設立は指導員の育成、経営安定化、
募集選考などで支援する。プラスチック製容器包装の
リサイクルは、市民の分別協力が大きな要素となる
ので、資源化物専用袋の導入などを検討する。

 【６】受動喫煙防止対策と（仮称）駅周辺・路上
　　 喫煙防止条例について

［質問］　公共施設における「受動喫煙防止ガイドライン」策
定の検討状況は？飲食店などでの受動喫煙防止対策
を検討すべきでは？市長公約の（仮称）駅周辺・路上
喫煙防止条例の策定に向けた体制検討は進んでい
るか。

［回答］　市有施設における受動喫煙防止ガイドラインを早
急に策定する。中核市移行に伴い、保健所業務であ
る飲食店における保健衛生指導が移管される。受動
喫煙防止に向けた啓発・完全禁煙施設表示ステッ
カー配布など連携を図る。

　　　　（仮称）駅周辺・路上喫煙防止条例は屋外における
受動喫煙を防止する観点からとりくむ。「ポイ捨て禁
止条例」との調整、他市事例に学び検討している。

 【７】総合的な教育環境整備について

［質問］　文部科学省は「小・中学校施設整備指針」を今年度
策定。新しい時代に対応した教育環境整備を求めて
いる。学校の安全管理も含め、総合的な教育環境整備
に市は努めるべきではないか。

［回答］　厳しい財政状況の下、国基準への対応は課題が多
い。校舎耐震化の促進、維持補修費の確保に努め、安
全確保に努力したい。学校警備員は府補助金が無
くなっても維持する。小学校の冷房化は努力する。
受動喫煙防止対策、シックスクール対策にも努める。

［要望］　市予算に占める教育予算は８％台。近隣他市並に
１０％以上にすべき。



文教常任委員会質疑応答文教常任委員会質疑応答文教常任委員会質疑応答
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文教常任委員会では補正予算、所信表明に関して8項目の質問を行いました。

【４】「豊中っ子　健やかはぐくみ　プロジェクト」について

［質問］　子育て支援センター８施設の利用状況はどのよ
うになっているか。拡充する７センターの保育士配
置は？

［回答］　８施設の「子育て・子育ち講座」や「親と子の遊び
のひろば」などへ、年間延べ約９万人が参加。相談件
数は約１万１８００件。「ほっぺ」で２１００件、各支援

［質問］　２０１２年４月に中核市へ移行すると、教職員の研
修は市に移管される。準備は進んでいるか。課題は
ないか。

［回答］　市が行っている研修は１９６講座。府教委研修は
４２５講座。人員としては約９名。予算としては約８千

［質問］　先行事例として２００６年に政令市になった堺市
がある。堺市の教職員人事のスタッフは何人か。移
行後直ちに独自選考が行えたのか。

［回答］　２００６年に政令市へ移行した堺市は教職員人事
担当者が２４名で、４年間は大阪府との合同実施で
あった。

［質問］　市長公約の同プロジェクトに関する具体的な政策
について伺う。

①保育所待機児童ゼロ作戦で保育ニーズの地域偏在にど
　のように対応するか。
②放課後子どもクラブの保育時間延長を急ぎ、「放課後子
　どもクラブ条例」を策定し、市施策の根拠を明確にすべき。
③児童虐待の最新の状況は？相談体制は十分機能してい
　るか。
［回答］
①２０１０年から５年間で市中北部に３００人の定員増で対

　応する。
②時間延長はきるだけ早い実施を検討。条例は開設時間
　の延長課題と併せ検討する。
③昨年度２１４件の相談対応だったが、今年度は４～６月で
　１１６件。身体的虐待が増加し、緊急対応が増えている。
［要望］
①小学校へのスムーズな接続も考慮し、小学校空き教室
　での「保育所分園設置」など先進事例も研究すべき。
③子どもの生命にかかわる事件が続いている。対応に遅れ
　が生じないよう体制の整備を求める。

万円必要になる見込。研修検討委員会を設置し準
備を進めている。

［要望］　豊中市の教職員として求める指導力は、独自の研
修を行うことで深まるはず。豊中の地域教材やこれ
までの教育成果の継承にとりくまれたい。

［要望］　教職員人事担当者が現在の３倍ほど必要になり、
経験者が必要。３市２町には大きな負担になる。堺
市では政令市移行後も４年間は独自選考ができな
かった。府教委も人事権移譲には課題が多いことを
示し、慎重な対応を求めている。拙速に結論を出さ
ぬよう要望する。

【１】子育て支援センターの拡充について

【２】 中核市移行を見据えた教職員研修体制にについて

【３】 ３市２町（豊中・池田・箕面各市、豊能・能勢各町）教職員人事権移譲の課題ついて

７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会７月臨時議会

センターで１２００件の相談。新たな７施設にも地域
支援保育士と臨時職員の２名を配置し、保護者ニー
ズに応える。

［要望］　相談の中には子育てへの不安感をもち、虐待な
ど重大事象に発展しかねぬ例もある。訪問指導・相
談などに生かして行くべき。

　７月１６日、被爆６５周年非核平和行進が行われました。核拡散防止条
約締結国会議が５月国連本部で行われ、１０年ぶりに議定書が採択されま
した。遅々とした歩みですが、オバマ大統領がプラハ演説で述べた核兵器
廃絶の希望を共有する時代になりました。
　この流れを更に加速することが必要です。平和市長会議は２０２０年まで
にすべての核兵器を廃絶する「ヒロシマ・ナガサキ議定書」採択を求め
取り組んでいます。豊中市は３月１日この平和市長会議に加盟しました。
　豊中から世界に！「平和の大切さ、核の廃絶を」訴えましょう。

2010非核平和行進7月1
6日 豊中から世界に平和の声を！豊中から世界に平和の声を！
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活動日誌　２０10年４月～８月（主なもの）

。

編集後記 　　豊中市議会議員
　宮地和夫へのカンパ
　　（寄附金）のお願い

振 込 先　ゆうちょ銀行
講座番号　００９５０－０－１６９５２２
講座名義　宮地和夫後援会 　

4/25　「れんげ祭り」今年は市長選挙
　前日に行われたれんげ祭り。例年通り
　イカ焼き販売のお手伝い。

4/25　豊中市長選挙にて、あさり市長再
　選を果す。前回に比べ大きく得票を伸
　ばしました。

４／２７　民主党男女共同参画推進委員会
　増え続ける「飛び込み出産」と「助産制
　度」を学ぶ。

  

 

4/29「豊中地区メーデー」恒例のリ
　サイクルバザー。労働者・市民のエ
　コ祭典として定着しています。

5/19「自然観察会」　標高９００㍍の
　六甲山高山植物園。少し時期の早い
　高山植物を観察しました。

5/29「地域子ども教室」小学生の子ど
　もたちと「万華鏡」づくり。「マイ万華
　鏡」に子どもたちは大喜びでした。
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7/18「アクアユートピア」千里川清掃
　と河辺での箕輪子どもフェスティバル。
　手作りおもちゃを提供しました。

　７月１１日の参議院選挙に際しましては、大阪選挙区「おだ
ち源幸」、そして比例区「なたにや正義」の再選を果たすこと

ができ、ご支援いただいたみなさまには心よりお礼申し上げます。
　「政治と金」「沖縄基地問題」「菅首相の消費税発言」をはじめ、政権交代に込
められた国民の期待に十分応えることができず、民主党は敗北しました。
　「ねじれ国会」では、野党の主張にも耳を傾け「国民にとってより良い政策」を
議論し結論を出し、実行につなげなければなりません。互いの批判に終始し、足
を引っ張り合うだけでは、政治への不信感は深まるばかりです。
　福祉・医療・教育・子育てはじめ、地方政治は待ったなしの課題が山積です。「誰
もが住みやすい豊中のまちづくり」の実現を求め、来年の統一地方選挙に臨み
たいと考えます。引き続きのご支援、宜しくお願いします。（宮地和夫）

　前号に引き続き、2010年度のカンパ
（１口2,000円）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。本年度まだの方はよろしく
お願いします。

写真で見る宮地和夫の活動報告写真で見る宮地和夫の活動報告

4月

５月

５月

６月

７月

７月

８月

箕輪地区「お花見」　
京都カナリア会「総会研修会」
市長選挙決起集会
箕輪小入学式　五中入学式
市長選挙候補者公開討論会
中野寛成衆議院議員報告会
禁煙推進議員連盟総会
北大阪監査員総会
市長選出発式
大阪府都市監査員総会
市民れんげまつり
市長選挙　民主党８区常任幹事会
民主党府連男女共同参画推進委員会
参議院議員おだち源幸励ます集い
豊中メーデー「リサイクルバザー」

障大連総会
自治体議員研修会（１４日まで京都）
自然観察会（六甲高山植物園）
大阪市教職員組合定期大会
第６回市政報告会
五中新校舎建て替え説明会
あさひ会理事会
５月議会（初日）
大阪府退職教職員協議会総会
池田市教職員組合定期大会
本会議（２日目）
豊能郡教職員組合定期大会
大阪府教職員組合定期大会
地域こども教室

豊中日中友好協会総会
本会議（３日目）

本会議（最終日）
８区合同選対
地域自治システム調査検討委員会
豊中市退職教職員協議会総会
箕輪福祉委員会総会
通学路の安全を考えるシンポジウム
反核平和の火リレー
豊中市立幼稚園ＰＴＡ総会
市民環境会議総会
障害者就労支援センター総会
豊中市教職員組合定期大会
国障年総会　教育フォーラム
豊中教育退職者同友会
豊中箕面老人ホーム組合議会
市政報告会
行財政改革・地方分権調査特別委員会
豊中平和連帯会議総会
空港問題調査特別委員会
教育委員会議　空港問題学習会

学校図書館を考える市民の会学習会
後援会幹事会　
告示　議会運営委員会　
参議院選挙　七夕まつり
７月臨時議会（初日）
永寿園監査
２０１０非核平和行進

「障害者雇用」シンポジウム
アクアユートピア＆箕輪フェスティバル
「ひと　まち　であい夏祭り」
本会議（２日目　代表質疑）
本会議（３日目　代表質疑）
キッズフェスタ　
箕輪校区盆踊り　
本会議（４日目　代表質疑）
民主党府連男女共同参画推進委員会
無国籍の子どもシンポジウム
環境福祉常任委員会
建設水道常任委員会
大阪国際空港周辺都市環境整備協議会

文教常任委員会
総務常任委員会　日政連議員会議
永寿園決算審査
とよなか祭り（８日まで）
本会議（最終日）
宮山町自治会盆踊り（１５日まで）
都市計画審議会
大阪教組夏季セミナー
「障害」児・者の生活と進路を考え
る会夏季研修（２３日まで）
永寿園例月出納検査
豊中教組サマーフォーラム
民主党府連大会
９月議会告示　議事運営委員会
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