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〜 議会に送っていただいて２年 〜

いつも、ご支援いただき有難うございます。
実りの秋。今夏は猛暑だったためにブドウや梨の糖度が高くとても
美味しい出来ばえ、嬉しいですね。
そして「いなほ」の季節。
「いなほ便り」の命名の由来は、
「実れば
実るほど穂を垂れる稲のように謙虚な姿勢を持とう」
「一粒が百、千、
万の実りにひろがる稲穂のように、仲間を増やしていこう」との思いにあります。市議会に送っていた
だき２年、一期目の折り返し地点で、
「いなほ」の名にふさわしい活動を目指したいと決意を新たにし
ています。

憲法９条＝平和主義・２５条＝生存権を、まもり！活かす！

平和を求め、地道に働く者の政治を実現しよう

た。労働者の３割がフリーター等の非正規雇用で

と「９プラス２５改憲阻止市民の会」がスタート。

す。私たちが取り組む「しごと・暮らし何でも相

私も世話人の一人として、県下の多くの皆さんと

談」にも職場の悩みが多く寄せられます。川西市

共に活動中です。

内にある特別養護老人ホームでは、労働組合を結

小泉自・公政権は憲法「改正」に向け、具体的

成しようとしたパート職員が解雇されました。伊

な作業を進め、前原誠司民主党次の内閣防衛庁長

丹の裁判所で「解雇は不当」との判決がでました

官は「憲法を改正して、９条に自衛権を明記して、

が、未だ職場復帰は叶いません。現場で働く職員

集団的自衛権の問題も突破しなければならない」

の人権が蔑ろにされて、真っ当な福祉が実現でき

（０３年１１月）と語っています。主要政党のほ

るでしょうか。地域の未組織労働者が集う「地域

とんどが改憲勢力なのです。私は、いま私たちの

ユニオン 」
（労働組合）結成の準備を進めていま

社会が誤った方向に進んでいるように思えてなり

す。いまこそ、党派を越えた多くの市民の結集が

ません。大義のないイラク戦争を支持し自衛隊を

求められます。小さな力でも集まれば大きな流れ

派兵した日本は、米国と共に世界から孤立する道

になります。これからも地域に根ざし、皆さんと

を歩んでいます。また、所得格差は際限なく広が

一緒に前進したいと思います。

り、経済的な事柄を理由にした自殺が急増してい
ます。この３年間で自殺者は１０万人を越えまし
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２年間の議会活動
私の基本姿勢は「市民と一緒に政治を変える」
、

数者（性同一性障害

そして「社会的弱者・少数者の側に立つ」です。

者等）の人権と制度

質問は当事者・関係者と議論して作ってきました。

改善

定例市議会毎の質問要旨は表の通りです。

９月 指定管理者制度

０２年１２月 障害者の雇用促進 一般競争入札

公的セクター（社

等参加資格審査の工夫 住基ネットの

会福祉事業団等）職

問題点

員の労働問題

０３年３月

コミュニティバスなど公共交通の促

進 自転車施策 通学路の安全確保
６月

子どもの居場所と遊び場づくり
プレイリーダー養成

児童

育成クラブ
２００３年度決算で、川西市は市債と債務負担
行為による翌年度以降支出予定額が約９８７億円
（借金）。ここから基金約７５億円（預貯金）を

里山保全

環境保全審議会の委員構成と機能

引くと約９１２億円。市民一人あたりの借金は約

猪名川上流広域ゴミ処理施設建設問題

５７万円となります。当然、行政運営の効率化を

９月
１２月

外国籍高齢者・障害者の年金問題と

政難を口実に必要な市民サービスがカットされな

人権
０４年３月

平和施策の推進

トライやるウィー

いよう、生活者の視点でチェックしていきたいと
考えています。皆さんと情報を共有し、未来を見

クや総合学習の取り組み
６月

図り、無駄を省かなければなりません。同時に財

ヒメ蛍（稀少昆虫）の保全

性的少

据え、川西のまち作りに取り組みます。

ごみ処理施設建設

監査請求提出

８月２７日 、
「一市三町広域ゴミ処理施設建設

は９．１ｈａであり、周辺２４．７ｈａの残存

を見なおす会」のメンバーと一緒に施設組合監

緑地購入は不要。③事業予定地購入額は、傾斜

査委員に監査請求を提出。内容は①事業予定地

度３０度以上を含めた山林が坪約１万円。栗林

（国崎小路地区）は貴重な鉱山遺跡と稀少生物

を別荘地として想定し坪約２万６千円。不当に

が生息する豊かな自然環境を有し保全する必要

高額であり、正常価格との差額を損害賠償する

がある。また重金属による土壌汚染の危険性も

こと等です。１０月２５日迄に監査委員が結果

ある。事業予定地を変更すること。②造成区域

を出します。

しごと・くらし何でも相談
普段の生活や仕事で困ったことや不安はありませんか。一人で悩まずに一緒に考えましょう。
顧問相談員

お願い

恵須川満延行政書士 小池貞二社会保険労務士

大川一夫弁護士 在間秀和弁護士

・サポーターズの運営は皆様のカンパで支えられています。（年会費１０００円）
振込先

郵便口座

00970−９−485158
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昨年６月に地方自治法が改正され「指定管理者

（３）

効率的な施設管理・運営を行える可能性がある」
、

制度」が始まりました。これまで「公の施設」の

しかし、「①住民の声の反映や議会のチェックが

管理・運営は公的団体などに限定されていました

出来るか②利潤優先により住民サービスや職員の

が、法改正により、株式会社やＮＰＯ法人等にも

労働条件が不当に低下しないか③利用者の個人情

任せることが出来るようになったのです。

報保護は万全か等の不安がある」、
「必要な情報を

現在、川西市では公的団体が運営する高齢者や
障害者の福祉施設、「みつなかホール」等の文化

明らかにしたうえで市民や職員の意見を聞き、充
分に検討するべきだ」と、主張しました。

施設、体育施設、シルバー人材センターが管理す

私は良質で安定的なサービスを公平に提供する

る市営駐車場などを対象に検討が進んでいます。

ことが殊更に求められる福祉施設については、公

今後は、市直営の保育所などにも導入の動きがあ

的な管理・運営の必要性を感じます。

ると思われます。

市民の財産である公的施設のあり方について、

９月市議会で 私は、「指定管理者制度は柔軟で

ぜひ皆さんの声をお寄せください。

これまで化学物質過敏症の市民やお子さんを持つ
保護者からの相談をうけ、公園や街路樹、その他
施設の農薬使用については、定期的な散布の中止、
止むを得ず利用する場合は健康被害の無いよう最
大限配慮することを市に再三求めてきました。こ
の９月、教育委員会に対し学校・幼稚園での農薬
問題について申し入れを実地。農薬散布以外での
害虫駆除・除草方法の研究、農薬管理・使用（種
類・場所・時期・方法等）の記録台帳の作製、利
用の際の子どもや保護者への事前連絡等を約束し
ました。

「子どもたちも大喜び

子どもらと遊び場について語り合う（04年8月）

米飯給食が週２日に」

多田東

石本紋子

小学校の米飯給食が２学期より週１日から２日に増え、とても嬉しいです。子どもたちも大喜びで、
「もっとご飯の日が増えたらいいのに！」と言っています。小学生時代の食事は、体づくりの基礎であ
り、大人になってからの食習慣にもつながります。また、水田を守ることは子どもたちが将来暮らす日
本の自然環境を守ることでもあります。全国１２００の小学校では、完全（週５日）米飯給食が行われ
ています。川西には豊かな田畑があるので、子どもたちには安全で美味しい地元のお米や野菜を毎日食
べて欲しいと思います。
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イベント案内
広河隆一写真展

「9.11以降のアメリカマスメディア」

「イラク・アフガニスタンの

〜アメリカ人ジャーナリストの視点から〜
とき

子どもたち 」

１０月２３日（土）
とき

１３:３０〜１５:００
ところ

パレット川西

１階

講師

ブライアン

主催

川西市国際交流協会

会議室

コバートさん

10月30日（土）

11:00〜18:00

ところ

阪急川西能勢口駅前アステ歩道橋

主

地域に生きる川西市民の会

催

攻撃する側からの報道が世界を覆った陰で、
罪のないの被害者たちの側に身をおき、視点

「中央北地区のまちづくりについて」

を据えた広河隆一氏の取材。戦争犯罪の糾明

とき 1１月４日（木）

にあたって何よりの証拠になるでしょう。

１３:３０〜１４:３０
ところ

川西市役所 ５階

雨天の場合、中止することがあります

５０２会議室

講師

川西市中央北地区担当職員

主催

地域に生きる川西市民の会

講 演 会 「安 田 純 平 ・イラクを語る」

皮革工場跡地等を含め２４ヘクタールもの大
再開発。市民の声をしっかり反映させよう。

とき １１月９日（火）１８：３０〜
ところ 尼崎市労働福祉会館
講師

小池貞二先生の

「年 金 無 料 相 談 会 」

９プラス２５改憲阻止市民の会
０７８−３３５−１１８２

１１月９日（火）９時〜１２時
川西市文化会館４階

安田純平さん（フリージャーナリスト）

参加費 ５００円
主催

予約制

中ホール

第４文化セミナー室

４月にイラクで拘束された安田さんは「殺
されることも考えた」
「自分に銃口が向けら

連絡：事務所７５８−７７２４
議会控室７４０−１２５５内線４０６０

れ、米軍から銃口を向けられるイラク人の

北上携帯０９０−３６１３−７０６９

気持ちを思った」と語ります。

映 画 「人らしく生きよう

国 労 冬 物 語 」上 映 会

とき

１１月２７日（土）

ところ

川西市文化会館 第１文化セミナー室

参加費

大人５００円

主催

「人らしく生きよう

高校生以下無料

※ 託児あり（要予約）

国労冬物語」上映実行委員会

１９８７年の国鉄分割・民営化はリストラの原点だった。すさまじい攻撃の中で、自分の良心を
裏切らなかった人々の物語。労働組合とは？ 仲間とは？ 人らしく生きるとは？
自治労事務所（市役所地下）、「ふるさと広場」、日本キリスト教団能勢口教会等でチケット販売中

