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１１月ｏi日千里山まちづくり協議会設立総会
０４日地方謬号のありかた研究会

０５日～07日決算審査特別委昌畳
ＯＢ日腫膿淑子さん講演会･懇談会
'○日I己日決算審査特別委昌会

１５日市民派議員ｱｸｼｮﾝﾌｫー ﾗﾑ(ｇ古屋）
千里山フェスタｉｎ己ＯＯヨ

ｌＢ日環境雷議会

１９日都市環境整備如策特別委員号･視察

己○日市政報告会十わいわいランチ(南千里）
ネットワーク会議

己１日元三重県畑塞ゴヒ川さん講演会
己ら日市民公益活動講演会

己７日男女共同参画センター運営審議会

己巳日来年度予算施策要望を市屋･教育屋へ提出
ﾈｯﾄﾜー ｸ学習会「選挙のたのしみ方」

ﾖ○日いけぶち応援団総筈･交流告（南千里）(南千里）

熱

気軽に立ち寄っていた

だける場にしていきた
いと思います。ぜひお
気軽にお立ち寄りくだ
さい。

己月ｏ１日臨時議会
Oヨ日～己４日 |己胃雪呉

フ日教育フォーラム（肥国 下政経塾主催）

lヨ日干里山まちづくり協議合理事会

ＩＢ日わいわい忘年会

１９日廃棄物減塞等推進雷議会の傍聴
己○日土曜CD全瓶企画「たべてあそぼうｊ
己|日まちづくりｼﾝﾎ゙ ｼ゙ ｳﾑ(学芸出版社）
ＥＳ日総合計画富議会の傍聴

己004年始まりました……

萄週火曜日にメールマガジンとFAX遍冨を発行しています。
ご希望の方はお知らせください。FAX:O5-S38ﾌー4ＳＳｌ
ｍａｉｌ：ikebu亡hi＠network､email.､e・jｐ

みなさまお正月はいかがでしたか？妻総膿曝
いけぶちは、溜めおいていたビデオ鑑賞り､事務所を｢千里山ま
したり、ごろごろごろ寝をしたり端久しぶちかどサロンｊとして

限られた時間内で膨大な資料を読み取る力、
チェックするバランス感覚、彼女愈･らではのこだ

わり､わかりやすい表現ながらも鋭い衝問の切

り口。ある意味で煙たがられるくらいの存在でな
ければ､私たち市民の代弁者としての意味をな

に、耳をダンボのように
「こんなんでいいんかい？」と少々がっかりして

いると、いけぶちさんの磁問が始まった。面白

いことにほとんどの職員さんが座りなおし姿勢を
正した。

母１

研修報告渥駿淑子さん｢ほんとうの豊かさとは～蝕まれる子どもたち～

自分の人生を計画的に進めて
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市民も目を皿のよう

☆個人個人が人瞳を求められるということXjr平和
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☆１月一己月いけぶち予定
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庫唆さんのお話（11月８日） から心に残った言葉;をお伝えします。

ける。病気の人や障害者を支えられる。
ていけるのですｂ

戦争にな'ると議論もできなくなります｡

にゆっくりした時間を

ごすことができました。
餅も食べてエネルギー
つぶり。

今年も元気を振りまい
子どもは生ま

☆人権を守ることは副走ちの生活を守ること

、がんばりま～す。

☆わいわいランチ

己月１９日(爪）

電月第ﾖ爪曜日午前１１時半から

＊都合により蛮更することもあります。
ランチを農べながら､議呂や勇近な話題に
ついておしゃべりしましょう。

ﾗﾝﾁ代(|,o○○円程度)を
ご用意ください。

全員協議会室のドｱを開けて中に入ると、
紺のブレザーを着た職員が100人弱。ぎっしりと

座っていて、圧倒される雰囲気。質問も回答も

用意されている本会議と違い、丁々発止のや

りとりがあるらしいとか？しかし、通り一遍の

質問に終始する議員さんにすっかりﾘﾗｯｸス
している職員さんたち。背中しか見えないけど

ほぼ楽勝ムード。

て

、

とが,保障されてい

平荊Ｉ だから、試行錯誤も議論もできるのです。
☆子どもの佃びる芽を摘む競争社会

国は求めていますが、「たくましい」．という言葉が似合うのは軍人、大企業、
いです。強くない子でも行ける学校にしてほしい。フィンランドのように、で
ない子を教える学びの共同体、楽しく生きていける学校や社会であってほしい。

)は生まれながらに、ありのままの姿で愛されるこ
｢心のノート」の中で「たくましい」ということを
$う言葉が似合うのは軍人、大企業、ゼネコンぐら
『ほしい。フィンランドのように、できる子ができ

☆蓬の髄歳釦易世

思わぬ指摘に慌てふためき汗をかく部長さん。

…の答弁しかできﾉｉＷｒ弓慧、ない課長さん。

ます。文科省が配った

さないのでは？と実感。

11月の決算審査特別委員会市民傍聴記

｜月牽･己ﾖ日男女共同参画センター迩審視察
（越谷市･騰浜市）

己月

'三一Iヨ日文教市民委昌会視察（大加市･茅ケ崎市）
'７日都市頚撞整備苅策特別委員会

議号はどなたでも傍聴できます｡みなさんが選んだ毒昌
がしっかり仕事をしているか?チェックしに来てください。
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《捜構改革案のポイント》
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①卿分断型の仕事ではなど聡合的な鼠愚説蔀典霧誕‘熱の点で仕事をするため、市長部局で１室１１．
部あるものを６部に減らす。ー ．サイクルを明らかにすべきであるとの意見
②できるだけ市民に近いところで政策を決に型､這幽'哩砿口蓋“く､議会
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穣瀧鱈
Ｑ徴構改革って何？・・・市役所の組織は

１２月３日から２４日まで開かれた12月議甑.室.課.係に分かれています。このう
会。目玉は､板口市長が2期目当選後から温ぢ､部の名称を変更したり部を作ったり減ら
めていた機構改革案と市民からのﾐﾆ市場公しだｂするだめには､事務分掌条例を改正す
募債。いずれも、財政総務常任委員会に付託る必要があり、･議会の承認が必要となってい
(詳しい審議を委員会ですること)されまします。（逆に言うと､､それ以外は市長の権限
た。童ｊｓ鶴壷、・で決めることができます）

《行政は充分努力しだのか?》，
また、使用料改正よりも前に下水道部職
数を削減するなど、もっと行政努力が必
・今回の委員会審議の中でも、「定数削
のチャンスが2度もあったにもかかわら
されなかった｜との指摘壱あの差|,炉一

ざ‐ずⅣ，夕
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《発行の提案理由》

市民との協働を具体化する－つとして、

①行政への参加意識を持っていただく

②財政難の折、建設資金などを集める

園】

最初平均値上率3２１４％であうたものを

委員会審議により29Q２%とする議案修正
案を全会一致で承認しましだ｡諸その後､修
正議案について採決をしました｡:私たち
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111いきいき』 3人と共産党議員団は反対し た」との指摘もありました。
ました

されま
が、賛成者多数により値上げは承認
した。．．

《私たちが反対した理由》

いけぶちが所属する文教市民常任委員会でＱ協議会形式って何？．._･通常の委員会雷
は、機構改革のうち教育委員会の部分だけ協議はきちんと議事録が残りますし、委員会と
議会形式で議論しました。して賛成・反対の意思を示すことができま

《何が本当に必要かわかっているの?》
財政健全化計画（案）によって、いくら

これまで下水道特別会計による起債（借繰

つけての

出金の貝直しをしてす。しかし、協議会では単に行政の説明を受

けるだけにとどまり、議事録も残りません。
ーｒ馬，ぃ

金）が金）が多額であることは､､決算委員会や議

会でも指摘。しかしや今回の料金値上げ
は、充分に市民への説明も同意も得られて

可巳、次々振

打ち出の小

市長のハコ

実施してい

になっても

なくなりま

次々振り出される

槌のような

哩萱飼旧凸凸一日由掩邑苦匹ｑ甲

蕊議議蕊蕊鱈謙鰯穂齢

定し、市民参加・参画・協働しや
すい役所とするため、部長権限を
室長に下ろす。

モノ計画を

のためにどんなことを考えたのかというこ
と、つまり、前回のP1anに対するＤＣ、そ

いない。また

と安易な方法
て努力したの

、「赤字解

《議会での争点》

消を市民負担で」

阪口市長になづてから頻繁に機

構改革が行われてきたが、①機構
改革の基本方針が実行・実現でき

、市民協

＝ 狂 己 ｎ 画
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流通利回り等を参考に決定

募集…2004年３月下旬からの予定

か、見えない。
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にするよ
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哩 届 Ｌ ｑ時望二二圭自郵虎3上．ｰ凸唾もい

”‘皇-.;l~:吹田市民さわやか債」ｘ韮，
・・：

発行額｡．F6億円
．と行政との議論が最後まで噛み合わず、結

局､議案は頭り下げられました。

‐ｃｕｐＬノノＪ~ＩＬ･ソ己ノー〔一ﾉd,〔－、つびこ

たか、②実現できなかったのはどの部分ｉこない動力のシステムの提案がないままで
で、何が原因か、③今度の機構改革ではそ｜ま、意識改革はできないと思いました。

発行単位…10万円から100万円:；贈冷、
（10万円単位）

利率…発行月直前の5年もの国債の

《容れ物だけではダメ》

意識改革のためにまず器（うつ
わ）を変えるというのも一理あり

ますが、適材適所のための人事評
価や異動基準、組織の目標と評価
を明らかにすることなど、今まで

ろから『市民参加

働』ができるよう

うとの付帯意見を
黄成となりました

されている
配布予定）

発売:りそな銀行
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（事前に整理券
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《どこが市民協働なのか？

今回の説明では、すでに計画

》

Ｉ

瞬諸鎌零健劃群議凝醗繕譲鋤ご蕊篭

昨年１１月３０日（日）に総会を開きましなお、応援団に入会ご希望の
た。２００４年の事業計画案と予算案、役員方は、年会費１□１０００円
案を審議し、すべて原案通りご承認いただきを下記の郵便口座にお振込く
ました。応援団の会員の方には総会の結果報ださい。〔カンパち歓迎しま
告をこのニュースと一緒にお届けします。す）
毎月のわいわいランチに加え、５目のﾊｲｷ 郵便振替口座番号

ングや８月の納涼の夕べなど、また、ご案内ＯＯ９３０－３－１３７１５４
いたじますので、ぜひご参加ください。 加入者名池測佐知子

消防本部・西消防署合同庁舎建設事業と事
業が始まっている味舌水路改良事業ゐため
に使われるとのこと。

『市民との協働』というならば、公募債を
使って行う事業も市民の意見を聞きながら
選んではどうか？

これではお金だけ参加してくださいという
ことではないか？

行政からは、納得のいく説明はありません
でしたも，

，』

PＣ

《付帯意見つきの賛成》

今回はとりあえず発行を認めるが､今後
はどの事業に資金を運用するかというとこ


