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昨年暮れ、ハローワーク渋谷を視察した麻生首相は、
求職する若い男性に「目的意識がないと、雇う方もその
気にならない」「何かありませんかね、と言うんじゃなか
なか仕事は見つからないよ」と声を掛けました。
極めて「的はずれ」なコメントに愕然としました。
麻生首相は、企業の内定取り消しや派遣社員の
契約期間中の解雇など、働く意欲や能力があって

を超えました。このうち経済・生活苦が理由とさ

も職場を奪われる現状をどう認識しているのでし

れるのは7318人です。また、全国の生活保護受

ょうか。お腹を空かし困窮する人民に「パンがな

給世帯は100万世帯を超えています（川西では0

ければ菓子を食え」と言い放ったマリー・アント

8年11月時点で882世帯）。日本の生活保護制度

ワネットさながらの鈍感さです。政治家にとって、

捕捉率（制度を利用し得る世帯の内、実際に制度

人の痛みに共感する鋭い感性は最も肝心だと思い

を利用している世帯の割合）は２割以下と言われ

ます。一人ひとりの暮らしへの思いやりがなけれ

ますから、保護を必要とする世帯は遙かに多い数

ば、必要な政策を打ち出すことは出来ません。

でしょう。

現在の雇用不安や貧困問題は、間違いなく「自

困窮する家族や自らいのちを絶つ人、それは統

己責任」「自由競争」を掲げて「規制緩和」を押

計の単なる数字ではありません。各々にかけがえ

し進めてきた政治が招き出したものです。99年

のない人生を生きる人たちなのです。
「自由競争」

に派遣労働が原則自由化された結果、パートや派

＝「弱肉強食」を規制するのが政治の役割です。

遣の非正規労働者は労働者全体の35.5％（07年

お互いが人間として肯定できる、いざというとき

総務省就業構造基本調査）、３分の１以上になり

に支え合える、そんな関係を築いていくための社

ました。そして、正規社員との差別待遇が野放し

会的な仕組みこそが必要です。

のため非正規労働者の平均年収は正規労働者の約

2009年、一人ひとりのいのちと暮らしを大切

半分、約８割が年収200万円未満です。このよ

にする政治を目指し、皆さんといっしょに力を尽

うななか、多重債務（サラ金）問題が起こってい

くします。

ます。警察庁の調査によれば07年の全国の自殺
者は３万3093人(川西市内では33人。04年以
降30人を超え続けている)。10年連続で３万人
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北上は監査委員に〜〜〜〜

10月27日､28日の臨時議会で役職の改選が行

【住民監査請求】

われました。北上は監査委員に選出され、また所

市民が、市長や市の職員等による公金の支出、

属委員会は建設常任委員会（土木部・まちづくり

財産の管理、契約の締結などの市の財務会計上の

部・中央北地区整備室を所管）と飛行場対策周辺

行為が違法又は不当であると考えるときに、これ

整備調査特別委員会（伊丹空港の安全や騒音被害、

を証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を

南部地域のまちづくり等を調査）に決まりました。

求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度
です。（地方自治法第242条）
【直接請求】

監査委員とは
監査委員は主に財務や経営に関する監査を通じ

市の事務全般について、有権者の 50 分の 1 以

て、市政が適法・公正に行われているか、また効

上の連署をもって、監査委員に監査を請求する制

率的に運営されているかをチェックする役割を持

度です。（地方自治法第75条）

ちます。市長の指揮監督を受けない独立の第三者
執行機関として、地方自治法に基づいて設けられ

北上は監査委員として、市政が「最小の経費で

ています。定数は行政運営に優れた識見を持つ識

最大の効果をあげようとしているか」「住民福祉

見委員２名と市議会選出の１名、合計３名です。

の増進に努めているか」などの立場から厳正にチ
ェックしたいと思います。

委員が定期的に行う監査の他に､市民の皆さん

問・討論を控えることになります。

からの請求で行われる監査もあります。

自治市民クラブ

なお、監査委員を務める期間は、市議会での質

新年度予算で市長に要望
生活者の視点から83項目

昨年11月28日、自治市民クラブ（北上が所属

ども医療や障がい者医療の公費助成充実の検討、

する市議会の会派）は、大塩市長に「2009年度

頻発する悪質商法や詐欺に対応するための消費生

政策の実施及び予算措置に関する要望」を提出し

活センター機能強化、高齢者虐待防止の取り組み、

ました。

介護保険サービスの充実、地産地消と有機農業の

厳しい財政状況を見据えて行政運営の更なる効

推進等83項目にわたるものです。

率化を求めるとともに、こんな時代だからこそ市

若い世代が川西市に移り住みたい、そして年を

民の暮らしをしっかり支え希望のもてる政策を展

重ねても住み続けたい、そう思えるまちを目指し

開するよう強く要望しました。

て要求項目の実現を粘り強く働きかけていきま

内容は、市立川西病院の経営支援強化、バリア
フリーや交通安全対策など交通諸施策の推進、子

す。
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山子屋保育園視察

紙芝居 にも挑戦

11月３日 黒川里山まつり

（３）

11月４日 加茂保育所防犯訓練視察

娘と野外でパン焼き

人質役で参加

11月１3日 自治市民クラブ主催の公開学習会（川西文化会館）
東京都国立市 の上原公子前市長 を川西に招きました。上原さんは 、住基ネット
からの離脱や建物の高さを制限する景観条例制定など市民派市長 として２期８年
間大活躍されました 。06年の日経新聞調査 では「子どもを育てあげたいまち１位」
に選ばれています。「市長にお任せ、市役所にお任せでなく、市民もまちづくりに
関わっていくし、行政はそのステージ作りをしながら、合意したものをルール化
していく。これこそが市民自治であり、試行錯誤で共に民主主義社会の実現を目
指すのが自治の本旨でしょう」（上原さんのことば ）

１１月２３日

福島みずほさんとＪＲ伊丹駅前で街頭演説

市民から感想メールを頂きました！
「福島さんがおっしゃっていましたが、私も非正規雇用 の問題は深刻だ
と思います 。長男が今高校１年生ですが、将来の職業選択に不安を覚え
ます。若者が希望をもって働ける社会にするためにも、社民党 のような
生活者の代弁をしてくれる党が議席を増やして欲しいと 切に願います」
（清和台東 Ｆさんより）

地域医療をまもるためには・・・
11月29日

障がい者一日サロン

久代

阪本弘美

11月17日に川西市文化会館 で開催された出前講座「市立川西
病院経営改革プラン」（地域に生きる川西市民 の会・あしたをひ
らく女性の会共催）に参加しました。川西病院は赤字が続き累積
53 億円だそうです。全国の自治体病院は総務省から経営の健全
化が迫られているということです 。ニュースで患者の「たらい廻
し」が問題になっていますが 、たとえ 赤字でも必要な地域医療が
確保出来るのは 有難いことです。病院を守るために、市民は不必
要な救急車利用 やコンビニ受診を止めるなどに 心掛けるべきです
し、いくらかの赤字を税金で穴埋めすることも覚悟するべきです。

作業所の手作り商品を買い物

国に言いたいことは「定額給付金などの バラマキを止め、医師
育成や自治体病院支援に予算を使え」ということです。
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北上哲仁サポーターズ新春の集い
と

き

2月７日(土)

ところ

ひる12時30分 〜 ３時（ 受付12時より ）

川西市文化会館(川西警察署となり) 2階レセプションルーム

ゲスト

中川ともこ さん（元衆議院議員）
服部良一 さん （社民党衆議院比例区近畿ブロック予定候補）

参加費

2000円(昼食と飲み物を用意しています)

申し込み

２月２日（月）までにご連絡ください。

電話072‑758‑7724 FAX072‑758‑7725 akihito@kitaue.com

川西市人権教育研究大会記念講演
犯罪捜査・事件報道と人権
と

き

２月４日（水）

｢松本サリン事件｣ 14年間をふりかえって

９時50分〜（受付９時30分）

ところ

川西市中央公民館（文化会館）１階

講

師

河野義行さん（松本サリン事件冤罪被害者）

主

催

川西市人権教育協議会（北上が常任理事を務めています）

「アメリカの人権と戦争」

人権講座
と

き

大集会室

２月１４日（水）

２時〜４時（受付１時30分）

ところ

川西市総合センター３階

体育室

講

師

アレン ネルソンさん（アフリカ系アメリカ人

主

催

川西北小学校区人権啓発推進委員会（北上が委員長を務めています）

元海兵隊員）

桜が丘北小学校区人権啓発推進委員会
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
恵須川満延行政書士
大川一夫弁護士

小池貞二社会保険労務士

在間秀和弁護士

連絡： 川西市議会議員 北上哲仁事務所 萩原台東1-275-3 ふるさと広場萩原台店２階
電話072-758-7724（留守時は北上携帯へ自動転送）

