
　この秋、大阪市長選挙と知事選挙のダブル選挙が

実施される見込みです。

　橋下府知事が大阪市長選挙に立候補し、当選すれ

ば大阪市を解体、大阪府を特別区に再編し、「都」構想

をすすめ、権限を知事に集中するでしょう。

　地方分権に逆行する強権的な知事の進め方、それ

に異を唱える人々を徹底的に排除するやり方には反

対です。絶えず「白か黒か」を迫るやり方は、府民に「わ

かりやすい」のかもしれませんが、民主主義にとっては

大変危険です。立場の異なる人々の議論の積み重ね、

社会連帯や相互扶助を大切にする行政が、東日本大

震災後はとりわけ重要です。

「教育基本条例案」は教育・学校を
破壊するもの

　橋下府知事の政治手法の危険性を、９月府議会に

上程された「教育基本条例案」を例に考えます。

　「条例」は、子どもたちの豊かな学びや教育条件な

ど、大切なことは一切語らぬ「子ども無視」の条例で

す。条文の２／３が教職員管理に割かれていることが

端的に物語っています。教育・学校・校長も含めた教

職員の管理強化をすれば、学校が良くなるとの発想は

間違っています。

　今日の教育委員会制度は戦前の反省に立ち、時の

権力者が教育内容に介入しないことを理念とする制

度です。条例では、意に沿わぬ教育委員を辞めさせる
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府民に対立と混乱をもたらす

　　　　　　橋下政治に「NO！」

府民に対立と混乱をもたらす

　　　　　　橋下政治に「NO！」
権限が知事に与えられます。教育委員会が正面から反

対しているのは当然です。競争であおり、支配者が評

価し、そして処分する政策は、府民と教育を対立させ

るもので、大阪の教育は重く暗いものになるでしょう。

「敵」をつくり、「対立」をあおる
橋下政治

　橋下府知事の政治手法は、府民が気を引く問題（大

阪経済の地盤沈下、「二重行政」など）の本質を少しず

つずらしながら、次々と威勢よくマスコミに打ち出しま

す。その際、府民の「敵」を意識的に作り出して煽る、実

態のない人気取りの手法です。「独裁政治が必要」の

ような発言は、選挙で多数を取れば何をしても良いと

の発想で政治家ではなくむしろ支配者の発想です。

　秋のダブル選挙は橋下府知事の政治手法やねら

い、個別には「教育基本条例」の成立を許すかどうかを

問う選挙です。共に議論し共に支えあう、暖かい府政

を回復するためにみなさんの賢明なご判断をお願い

します。
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・平成２２年度各経済歳入歳出決算認定
・平成２２年度各事業会計決算認定
・平成２３年度一般会計補正予算
・豊中市市税条例の一部改正
・豊中市立駐車場条例の一部改正
・大阪府豊能地区教職員人事協議会の設置協議
・豊中市名誉市民選定の議決

９月議会９月議会
【主な議案】

　２つの条例改正、大阪府豊能地区教職員人事協議会の
設置協議については賛成多数で議決しました。名誉市民
選出は満場一致で南部陽一郎さんの顕彰を決定しまし
た。また、平成２２年度各経済決算認定および各事業会計
決算認定は１０月に予定される各常任委員会に付託されま
した。

補正予算の審議では、
①　「地域支えあい体制づくり」事業で障害者虐待防止センター
発足に向けた準備事業、（仮称）介護ボランティアポイント制
度、医療と介護連携体制構築支援事業に積極的に取り組む。
②　中学校給食導入検討調査業務として、参考のための児童
生徒・保護者・教職員アンケートを実施する。
③　東丘保育所耐震補強設計などが審議され、いずれも可決
承認されました。

２０１１年度　議会での任務は「建設水道常任委員会副委員長」「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」となりました。
２期目初めての個人質問は教育課題に絞り、直面する課題について市・教育委員会の見解を質しました。

９月議会　個人質問９月議会　個人質問

[質問]
　大阪維新の会がつくろうとしている「大阪府教育基本条
例」は知事の思うとおりの教育を進めようとする「政治介入
条例」です。「愛国心」や「国際競争力」を人材育成の柱
にする「児童生徒への強制条例」。さらに教職員を５段階相
対評価で競争させる「教育管理条例」です。
　中西正人府教育長は「適法か疑問がある」「学力調査結
果の学校別公表には反対」「３年連続定員割れの府立高校
統廃合は画一的」と批判された。条例が制定されれば豊中
の教育も破壊される。市長・教育長は条例に反対する姿勢
を明確にすべきではないか。
[回答]
　淺利敬一郎市長～教育は、議会と行政、市長と教育委員
会が適切な役割分担のもとで進めることが重要。条例案の
審議においては、法律との整合性に留意して慎重に行われ
るべき。
　山元行博教育長～「教育基本条例」は教職員の人材育成
や円滑な学校運営が確保できるか疑問。都市教育長協議会
などで条例案に対する疑問や課題を提起し、大阪府教委に
適切な対応を求めていきたい。
[要望]
　大阪府教育基本条例がそのまま成立するなら、豊中市・
大阪府の学校は大混乱し子どもたちに大きなしわ寄せが行
く。教育を政争の具にすべきではない。市長・教育長は「条
例案」に反対する立場を明確にし、撤回を求めて取り組む
べきである。

[質問]
　昨年、岩手県奥州市立胆沢小学校改修工事後の校舎で子
どもたち７４人が体調不良を訴え、うち２２人がシックハウ
ス症候群と診断された。国の基準を守っても事故が起きてい
る。
　現在、５中で建替えが進められ、１中、西丘小学校でも予
定がある。校舎増築も数校で予定されている。校舎耐震工事
も含めシックスクール事故予防・化学物質過敏症への対応は
どのようになっているか。
[回答]
　建て替えに際しては他市・他府県の先進事例や取り組みを
調査研究して取り組む。各学校の児童生徒の個別対応を十分
協議して進める。耐震補強工事でもシックハウス対策製品の
使用に努め、検査確認を厳密に行い環境配慮に取り組む。
［要望］
　枚方市立第３中学校新校舎建設では、化学物質過敏症の
生徒への配慮で施工業者と
市が協力し、新技術を開発す
るなど努力された。すべての
子どもたちの健康に配慮す
る工事にすべき。

【１】大阪府教育基本条例案について 【２】シックスクール対策について

建て替えが進む第５中学校。

（注）「シックスクール」～新しく建築された校舎で揮発性化学物質に
よって「頭痛」「吐き気」などの症状を起こす事故。さまざまな物
質に過剰反応する「化学物質過敏症」を引き起こすこともある。



津波の後、火災に見舞われた石巻市立門脇小学校。

― ３ ―

特集特集特集

　３・１１東日本大震災は、改めて自然災害の恐ろしさを私たち
に教えました。津波に備え、防災意識の高かった東北地方でも多
くの犠牲者を出しました。豊中市の地震・津波などにへの備えは
どうなっているのでしょうか。

　　　　公共施設の耐震化は進んでいるの？
　　　　２０１１年３月末で、市有施設642棟のうち351棟
（54.7％）が耐震基準を満たしています。学校関係では344
棟のうち152棟（44.2％、）来年４月には51％になる予定です。
避難所となる体育館の耐震補強は完了しています。平成２７
年度末には学校施設の耐震化率90％超を実現します。

　　　　想定している地震は？
　　　　豊中市に影響を及ぼす地震は、「上町断層～仏念
寺山断層」による直下型地震と東南海・南海地震です。直
下型地震には建築物の耐震強度を高めることが必要です。
東南海・南海地震では揺れと津波対策が必要です。国・府の
防災計画の見直しにあわせ対応策を急がねばなりません。

　　　　局地豪雨への対応は進んでいるの？
　　　　２００６年８月豊中市内で１時間１００ミリを越える豪
雨が襲　いました。豊中中北部は道路の冠水・浸水被害が
相次ぎました。その後、豊中市では巨大雨水貯留管を埋設、
小学校校庭・公園などを雨水貯留施設として活用していま
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A

Q :2

A

Q :３

A

す。また、千里園ポンプ場など雨水排出施設の整備を進め
ています。

　　　　防災計画・防災マップは整備されているの？
　　　　豊中市地域防災計画は、さまざまな自然災害への
備えを想定しています。２年後の見直しに向け、市議会でも
特別委員会を設置して議論を進めています。市の各機関で
マニュアル化を急ぎ、市民の皆さんが「自主防災組織」（注）
に参加いただくことも大切です。防災マップは地震被害・風
水害の想定と対応について詳しく説明し、避難場所も記して
います。各家庭にお渡ししていますが、市役所（危機管理室）
千里・庄内出張所で入手できます。市HP「わが家の防災マッ
プ」でもご覧いただけます。

Q :４
A

　高齢者の「できるだけ長く自宅で生活を続けたい」と
の願いに応える仕組みが来年度よりスタートします。政
府が進める「地域包括ケア」です。詳細な制度設計は
厚生労働省で検討中ですが、豊中市でも来年度の制度
開始に向け準備が進められています。
　高齢者の自宅生活の課題は「ひとりでの生活は不安」
「家族の介護への負担」です。これまでは「夜間対応
型訪問サービス」が提供されてきましたが、来年度創
設予定の「２４時間介護・看護訪問サービス」は、その
不安を解消する仕組みのひとつです。
　介護や看護の必要なときに、ナースコールで呼ぶよう

に看護師・ヘルパーに依頼ができます。東京都世田谷
区では国のモデル事業で３年前から進められ、５００名
以上の高齢者が利用されています。
　高齢者の安心と家族介護の負担を軽減するために、
豊中らしい制度作りが必要です。宮地は
議会で「豊中らしい２４時間訪問介護・看
護サービス」のあり方を追求すべきと発
言してきました。初めての制度は課題も
あるでしょう。皆さんのご意見・ご質問を
お待ちしています。

２０１２年度「２４時間訪問介護・看護サービス」が始まります！
できるだけ長く自宅で暮らしたい

（注）自治会などで防災に関する「研修」
　　「訓練」などを通じ、連携して災害に
　　対応する自主組織。現在市内には
　　１５５の自主防災組織があります。



７／１５　非核平和行進。豊中市役所から池田市役所ま
で原爆被害者の会の皆さんと共に歩きます。

６／２８　反核平和の火リレー。人権まちづくりセン
ター保育所の子どもたちの激励に暑さを忘れます。

６／１３　石巻市・南相馬市
・郡山市などの被災地の課
題を学びに行きました。継続
した支援の必要性を痛感。

６／１６　子どもたちとゴー
ヤを植えました。省エネとづ
環境を考える緑のカーテン
くりの取り組みです。

８／１８　シックスクール対策
を市と事業者の協力で先進
的に取り組まれた枚方市立
第３中学校を見学。

８／２３　日政連議員団で高
槻市の文化施設を視察。古
代文化遺跡をまちづくりの
中心においています。

― ４ ―

活動日誌　２０1 1年4月～7月（主なもの）

写真で見る活動報告写真で見る活動報告

　皆さんのご
支援で２期目
の当選を果た

させていただきました。福祉の充実、
子どもたちの笑顔のために市議会２期
目の仕事を愚直に進めます。
　６月震災からの復旧を目指す石巻
市・南相馬市・郡山市を視察しました。
豊中市からも支援職員の派遣や応援
物資が送られました。息の長い支援
の必要性を感じると同時に、大規模災
害に備える私たち自身の課題が見えま
した。「誰もが住みやすい、安心・安
全なまちとよなか」　市民の声を受け
とめ、とりくみます。

編 記後集

4月

5月

6月

7月

8月

9月

箕輪小学校・第五中学校　入学式
市議会選挙告示　宮地和夫市議
会選挙出発式
市議会選挙投開票　2期目の当選
メーデー連合豊中リサイクルバザー
市民れんげまつり

民主党男女共同参画委員会
豊中市議会５月定例会（本会議）
豊中市議会５月定例会（本会議）
豊中市退職教職員協議会総会　
豊中市日中友好協会総会
豊中市議会5月定例会（本会議）
豊中市議会5月定例会（本会議）
大阪府教職員組合定期大会

通学路の安全を考えるシンポジウム
被災地訪問（～14日　石巻市　南相馬市
郡山市）
豊中市教職員組合定期大会
国「障」年豊中連絡会総会

豊中市民環境会議総会
豊中市伊丹市クリーンランド議会
反核平和の火リレー

「なかまの店」10周年記念式典
大阪教組教育研究集会
豊中平和連帯会議総会
建設水道常任委員会視察（宇都宮市・
千葉県）14（木）まで
非核平和行進
豊中護憲集会
箕輪地区盆踊り
豊中市議会7月臨時議会

連合大阪研修会　とよなかまつり（～7日）
枚方市立第3中学校新校舎視察
宮山町盆踊り
高槻市今城塚古代博物館視察
クリーンランド議会視察（姫路
市網干）
豊中市教組サマーフォーラム

「障害」児・者の生活と進路を考
える会一泊研修（福井）

空港問題調査特別委員会
豊中市議会９月定例会（本会議）
文教常任委員会
平和教育シンポジウム
環境福祉常任委員会
建設水道常任委員会
総務常任委員会
敬老の集い
こども施策全国自治体
シンポジウム（～１９日）
大阪から元気を届けよう
チャリティーバザール
箕輪地区運動会
９月定例会本会議（２９日まで）
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　「政治とカネ」の問題が厳しく問われている昨今、個人の尊い志こそが政治
を支え、変えていくものです。１口2000円のカンパをお願いします。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。
　［2010度のカンパ収支報告］
収入　　155人より312，170円を戴きました。
支出　　市政報告ニュース（№13，14，15）・郵送料・市政報告会などの費用
　　　　942,245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

豊中市議会議員　宮地和夫へのカンパ（寄附金）のお願い

　　　　第８回自然観察会ご案内
　今回は京都下賀茂神社境内に面する「京都ただすの森」
です。京都の原生林を残し、歴史のロマンあふれる森の観察
と歴史談義です。平地の森を散策します。

　　　［日　　程］　１１月１３日（日）午前８時半豊中駅集合　午後4時解散予定
　　　［行　　程］　豊中～四条川原町～京阪出町柳～京都ただすの森（往復）
　　　［費　　用］　交通費　１，３２０円
　　　［申し込み］　ＦＡＸ　０６-６８５６-１２６０に申し込み下さい
　　　　※雨天は中止します。

統一地方選挙以降の活動報告と市政
についての意見交換を行います。

［日時］１０月２１日（金）
　　　　　　午後７時～８時３０分
［場所］箕輪センター

第８回市政報告会


