
                          

発 行 ：中 西 とも子 と箕 面 から変 えようネット！＊第30号

根っこからクリーンに。支えあえる元気なまちに！

● 行政を厳しくチェックし、

税金のムダ使いを許しません！

● 情報を公開し、市民のみなさんと一緒に

問題解決をはかります！

● 社会的弱者の立場にたって行動します！

● 平和・人権・民主主義と環境を守ります！

● 組織にしばられることなく自分で考え、

行動します！

中西とも子のお約束

中西とも子
無所属 「市民派」

元気に！とも子議会ニュース
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中西は代表質問、討論、一般質

問を通して人を大事に支えあう

共生のまちづくりを訴えました。



                          

              ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！ 議会＆活動報告

２１

２４

※出典：労働政策研究・研修機構 小杉・堀 「若者就業支援の現状と課題」（2005） 

※出典：阿部彩『子どもの貧困』（岩波新書、2008）p.149） 

■「脱！子どもの貧困サバイバル大作戦」より転載



フォーラム南太田（横浜市）

                          

議会＆活動報告  ＴＯＭＯＫＯ ＮＥＷＳ！

市への陳情・要望・意見は 
市民サービス政策課へ 

電話 072-724-6723 
FAX 072-723-5538 

* 
議会や各議員・議長宛の要望や陳情などは、 

議会事務局へ
（直接、議員宛でもＯＫです） 

電話  072-724-6705 
FAX  072-724-1568 
メール giji@maple.city.minoh.lg.jp

みなさまの声が

まちづくりに

つながります！

●６月議会のお知らせ●（いずれも 10 時～）

５月２６日（火） 意見書・決議案、請願の締切り 
６月１日（月） 本会議(補正予算等の提案ほか) 
６月４日（木）５日（金） 常任委員会 
６月８日（月）９日（火） 常任委員会 
６月２２日（月）２３日（火） 本会議 
☆どなたでも住所・氏名を書いて傍聴できます。 

１４

１９

は「防災力ノート」を作成し、
啓発に努めています。

２７

１６



                         

 

 

この議会ニュースは再生紙 100％を使用しています。    

○●● 編集後記 ●●○
＊今年の花粉症はかなり手ごわい！目はぐしゅぐしゅ、鼻はズルズル、
頭はボォ～。最悪のコンディションで宝塚市長選の応援に。＊女性市長
誕生に賭ける市民の熱い思いに心打たれるも、さぁこれからが大変。
「私ら市民がしっかり支えないと」という声が印象的でした。＊今号も
紙面が足りず、かなり原稿を割愛してしまったのがやや心残り。 （Ｎ）  

  

１月
３日(土)  出初式（萱野東小）  
４日(日)  勉強会 
５日(月)  仕事初め 
８日(木)  こころの会、「緊急プラン」説明会  
９日(金) 「緊急プラン」説明会 
10 日(土) 「緊急プラン」説明会、慰安婦」問題集会 
11 日(日) 財政問題勉強会 
12 日(祝) 成人祭 
13 日(火) 障害者団体ヒアリング、教育委員会・傍聴  ●市民派ネット 
14 日(水) 連帯議員ネット会議            主催の説明会 
15 日(木) 国保運営協議会  
16 日(金) 朝駅頭ニュース配り、会派ＭＴＧ 
17 日(土) こども会フェスタ、会派議会報告会、読書会
18 日(日) 茨木市議選挙応援、定例街宣、ふぇみん箕面新年会 
19 日(月) 文教常任委員会視察（犬山市）  
20 日(火) 文教常任委員会視察（福井市） 
21 日(水) 人権セミナー、会派ＭＴ、交通を考える会 
22 日(木) 駅頭ニュース配り、茨木選挙応援 
23 日(金) ボランティアグループ交流会 
24 日(土) 茨木市議選挙の応援 
25 日(日) 岡真理さん講演会 
26 日(月) 会派視察（羽曳野市：ＮＰＯとまちづくり） 
27 日(火) 交通対策ヒアリング、議員研修 
28 日(水) 国保運営協議会 
29 日(木) 交通対策特別委員会、行革委員会・傍聴 
30 日(金) 第二中学校ヒアリング・参観、社協ヒアリング 
31 日(土) 景観セミナー、国際交流協会緊急ボランティア総会

２月
1 日(日)  事務局会議
4 日(水)  国保審議会・傍聴 
5 日(木)  議会運営委員会視察（一宮市：一問一答式） 
6 日(金)  病院改革ヒアリング 
7 日(土)  財政問題勉強会、青少年健全育成市民大会 
8 日(日)   中西とも子の市政報告会＆懇談会 
9 日(月)   大規模対策特別委員会・傍聴、彩都視察,人権施策審議会 
10 日(火)  一中耐震化工事見学、教育委員会議・傍聴 
11 日(祝) 市政検討会、日の君ホットライン集会 
12 日(木) 教育委員との意見交換会 
13 日(金) 連帯議員ネット・総会 
14 日(土) 読書会、「歌わせたい男たち」観劇 
15 日(日) シングルマザー支援・滝道を歩こう 
16 日(月) 定例会・議案説明会 
17 日(火) 教育委委員との意見交換会 
18 日(水) 議会運営委員会、政策会議 
19 日(木) 国保審議会、文教予算ヒアリング、派遣労働講演会 
20 日(金) 本会議、保険医療審議会、会派会議 
21 日(土)  事務局会議 
22 日(日) 定例街宣、事務局会議 
23 日(月) 都市計画審議会・傍聴、ＮＰＯ活動促進委員会、ピースウォ 

ーク実行委員会 
24 日(火) 教育委員との意見交換会、こころの会勉強会 
25 日(水) 政策会議 
26 日(木) 補正予算説明会 
27 日(金) 追加議案説明会、ほっと・サロン 
28 日(土) 近畿市民派議員交流・学習会 in 尼崎 

３月     
1 日(日)  わくわく学習会 
2 日(月)  議会運営委員会 
4 日(水)  本会議 
5 日(木)  本会議 
7 日(土) 「緊急プラン」を考えるつどい、彩都現地調査 
9 日(月)  文教常任委員会 
10 日(火) 民生常任委員会・傍聴        
11 日(水) 建設水道常任委員会・傍聴 
12 日(木) 総務常任委員会・傍聴 
13 日(金) 朝ビラまき、市民相談 
14 日(土) 財政問題勉強会、政策研究会 
15 日(日) ふぇみん例会 
18 日(水) 朝ビラまき、男女協働参画懇話会・傍聴 
20 日(金) 読書会 
21 日(土) 緑フェア（ヴィソラ） 
23 日(月) 追加議案ヒアリング、会派会議 
26 日(木) 本会議 
27 日(金) 本会議 
28 日(土) 出前説明会「緊急プランと財政」 
30 日(月) 都市計画審議会 
31 日(火) 市民相談 
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＊収支報告 

中 西 とも子  
2009 年 1 月～3 月 
単位(円） 

  
 
 

【収入】   
議員報酬 
 
 

1，738,500 
 
 

3ヶ月分 
 

合 計 1，738,500  

【支出】   

所得税 
共済組合掛金 
議員団費 
積立金（会派） 
国民年金 
国民健康保険 
住民税・ 
固定資産税他 
中西拠出金 
補償保険 
生活費・ 
個人活動費 

 61,740 
 278,400 

9,000 
  15,000 
 42,300 
 160,250 

125,700 
 

６00,000 
10,800 

435,310 

3 ヵ月分 
3 ヵ月分 
3 ヶ月分 
3 ヶ月分 
3 ヵ月分 
3 ヵ月分 

 
3 ヵ月分 

箕面から変えよう 
ネット!へ 

 
3 ヵ月分 

合 計 1，738,500   

箕面から変えようネット

2009 年 １月～3 月  
単位（円） 

【収入】  
繰越金 
中西議員より 
年会費 
カンパ・その他 

642,756
600,000

3,000
 9,473

合計 1,255,229

【支出】  

家賃 
人件費 
光熱費 
事務機リース料 
通信費 
ニュース会報費 
会員活動費 
備品・消耗品費 
他団体費 
諸経費・雑費 
繰越金 

240,000
 183,375

25,394
57,015

 44,736
293,597

3,830
5,090
5,000
67,368

329,824

合 計 1,255,229 

● ６月1３日（土） １０時～12 時  

おしゃべり会（集まれ！シングルマザー） 
―楽しく元気に情報交換・子育て支援♪―
場所 ：  ライトピア ・ お日さまルーム  
主催 ： ＮＰＯしんぐるまざぁず・ふぉーらむ関西
 
● ７月１２日(日) 午後２～４時３０分 

中西とも子の議会報告＆井戸端会議 

場所：中央生涯学習センター（メイプルホールの建物）

主催：中西とも子と箕面から変えようネット！
ＮＰＯの活動と
地域コミュニ
ティの理想形
を見ました。

いんふぉめーしょん

行動計画の進捗管理

について、厳しい意

見が相次ぎました！

好 評

ほっと＊サロン♪ 
 ５月 ２０日（水） 午後2時～ 

 ６月 ２６日（金） 午後2時～ 

  場所：中西事務所（サンプラｻﾞ 1 号館北向い） 

  事務所でお茶しながら、    
  気軽に楽しくおしゃべりしませんか？ 
  お友達を誘って、事務所にお越しください（＾＾）/ 

＊中西とも子の活動（抜粋）

初の取り組み。
今回は市内 4
箇所で実施さ
れました。

●「彩都西」駅,後方は

開発工事中の造成地




