
　「JOBカフェすいた」（34
歳まで）「JOBナビすいた」
（求人紹介）をJR吹田駅北口
に開設し、昨年度は2640人
が登録し、786人が就職し
ました。

お問い合わせは、いずれも
（TEL）6310ー5866
メロード吹田一番館２階
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仕事探し
応援へ地域経済活性化へ

　2009年３月議会で産業振興条例を制定し、そ
れにもとづいて全事業所調査を実施しました。
　それを市の施策に生かし、住宅リフォーム助成
制度への創設などによる仕事おこしを提案してき
ました。
　2010年10月からは、中小業者や社会福祉法
人、NPO法人などが、太陽光発電や屋根の改修な
どで複数の温暖化対策を行なう場合、経費の３分
の１を助成する制度ができました（上限400万
円）。
※お問い合わせは、市役所地球環境課まで
☆旭町商店街に設置されたドライミストは商店街
振興にも役立っています。

　また改善として工事や物品購入について、市内
中小企業に優先発注して、地域経済活性化に役立
てられるように求めています。

◆水道料金を２度引き下げ
　させました。
●2007年４月～
 ・ 月10㎥に満たない使用量
の料金値下げで一人ぐらし
の方の負担を軽くしました。

 ・ 口座振替割引を開始（年間
300円）

●2010年６月～
料金の口座振替の割引を年間
600円に拡大しました。

◆まだ約３万件に残されている
　水道鉛管のいっせいとりかえ
　を始めました（2008年～）
　2010年10月からは、個人に
よるとりかえに助成制度が創設
されました（限度額30万円）。
（TEL）6384ー1258

西松建設パーティー券問題について真相究明と
市民への説明を求める決議（案）

　西松建設が海外で裏金をつくり、ダミー団体から政界に裏
金をばらまいた事件は、国民の政治不信を招いている。
　政治家の中に、吹田市長の名が報道されており、市民は真
相の究明を求めている。
　市長は、ダミー団体からのパーティ券購入について法律違
反はないと釈明しているが、市民に対し十分な説明になって
おらず、疑惑は晴れていない。市長の資金管理がずさんで
あったことは明らかである。
　よって、本市議会は市長に対し、パーティー券購入問題に
ついての真相究明と市民への説明を強く求めるものである。
　以上、決議する。

平成21年３月27日
吹田市議会

　政界工作に裏金をばらまいた西松建設の偽装団体が、市長の政
治団体のパーティー券（100万円分）を購入していた問題を市議
会で追及。真相究明などを求める決議案を提案しました。残念な
がら結果は賛成少数で否決となりました。

意見書に対する対応の特徴　̶̶̶日本共産党が提案し、可決されたもののなかからひろいあげてみました
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2012年産業振興・雇用

ごみ・環境・その他 水道

清潔な市政へ
　  決議案を提案

ま
た公共料金いっせい値上げの計画
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◆ ごみ減量を推進し焼却施設
建設の規模縮小を主張
　ピークの2002年度と比べ、もやすご
みを18.57％へらしました（2009年
度実績）。建て替え規模を当初計画より
も縮小させ、建設費を750億円から約
250億円に削りました。

◆住宅用太陽光発電に市の助成制度を
　創設しました（2010年10月～）。

◆雨水貯留タンク設置に助成制度を
　創設しました（2008年４月～）。
※現在までに1536人の方の制度活用
がありました。
(TEL）市役所下水道管理課まで

◆調和のとれたまちづくりと良好な生活
環境のために、地域ごとに建物高さ制
限が本市で初めて導入される予定です

　（2011年２月頃）。

◆突然閉鎖された市民会館、
　新たな会館を求める
現在は朝日町に民間ビルの一部をかりて
「市民会館」としています。
（TEL）6382ー1300　朝日町５ー32

◆ごみの「安心サポート収集」を実施
　（2010年度～）
　申し込み制で、ごみ出しが困難な高齢
者、障害者などの方のお宅までひきとり
に行きます。
〈対象〉介護度２以上の方、２級以上の身
障手帳をお持ちの方、知的障害Aか精神
障害１級の方、出産や骨折などで外出困
難な方など。
お申し込み（TEL）6832ー0026　　
　　　　　（環境部事業課）

◆選挙の期日前投票所を増設
̶̶次回から、阪急南千里駅前の千里市
民センターにも設置します。
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保育料から火葬代まで
　2007年12月議会に提案された料金値上げは、保育料から
火葬代まで、総額で約２億8000万円にもなりました。

使用料、幼稚園保育料は
　　　　　値上げストップ
　このうち、プールや体育館、市民会館、勤労者会館、市民セン
ター、スポーツグラウンドなどの使用料や幼稚園保育料につ
いては、各会派が一致して、値上げをストップさせました。
　また、市民病院の初診手数料加算金は、値上げ幅を半分に縮
小させることができました（２倍化→1.5倍化）。

手数料は値上げ
　　̶日本共産党以外が賛成
　印かん証明・課税証明・被災証明・その他の証明などの手数
料については、日本共産党は「公共料金が安い吹田のいい面を
なくすべきでない」と反対しました。しかし、他の会派がすべ
て賛成したため、50％までの値上げが決まりました。

次回のいっせい値上げは2012年
　「第２期財政健全化計画」（案）では、使用料等の見直しを
2012年に実施し、６億4000万円の負担増をおしつける計
画になっています。

５億円の「まちの駅」建設
　市は９月、旧大阪法務局吹田出張所跡
地（金田町）を買い取り、「（仮称）吹田まち
の駅」を整備する、と発表しました。土地
購入に約２億円、建設費に約３億円かか
る見込みです。本当に必要な施設なのか、
問われています。

4000万円かけて
ゼロ系新幹線を展示
　「東部拠点」開発予定地（吹田操
車場跡地の一部）内に展示される
予定のゼロ系新幹線。現在、特注
の300万円のシートがかぶせら
れて仮置きされています。これで
「にぎわいを呼ぶ」と言いますが
……。

▲「東部拠点」開発予定地内に、4000万円
　かけて仮置きされている０系新幹線
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▲2009年３月開催の地域経済シンポジウム。市民、業者団体、
　行政などから多彩な意見が寄せられました。

大阪府の老人・障がい者・乳幼児・ひとり親家庭の
４医療費公費負担助成制度見直し中止を求める意見書

中小業者と家族従業者の働き分「自家労賃」を経費として
認め、所得税法第56条の廃止を求める意見書

「慰安婦」問題の早期解決に関する意見書

高等教育予算の削減をやめ、その抜本的な増額を求める
意見書
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現行の児童福祉法に基づく保育制度の堅持・拡充と、
保育・学童保育・子育て支援予算を大幅増額し、
地方自治体での保育・子育て施策推進のための
財政保障拡充を求める意見書

公共工事における建設技能労働者の適正な賃金、
労働条件の確保を求める意見書

い  あん  ふ
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̶̶市政運営上の問題点をいくつかひろいあげてみました。ご意見をお寄せ下さい。

N

阪急千里線糸
田
川

警察署
←至
  　江坂

〒

金田町
市役所

内環状線

豊
津
駅

吹田駅
「まちの駅」
予定地

こんな実績も

他方でこんな浪費が！

サービスカットの具体例

●敬老事業が70歳から75歳に縮小されました。
●身体障害者手帳の交付を受ける際に必要な診断料補助につい
て、市の助成が廃止され、非課税世帯のみに縮小されました。
●障害者相談支援と地域活動支援センター強化のための予算が
10％カットされました。
●高齢者の寝具の乾燥、消毒サービスの回数が減らされました
（予算32％カット）。
●高齢者団体などへの福祉バス貸し出し（無料）が減らされまし
た（のべ280台→235台に）。

●勤労者会館で行なわれてきた囲碁・将棋大会や水泳大会など
が中止になりました。

さらに検討されているサービスカット

●生活困難者への歳末見舞金支給を廃止する。
●経済的に就学困難な小中学生に対する就学援助費支給を所得
制限の強化などで対象者をへらす。
●心身障害者（児）等への福祉年金支給の所得基準を見直す。

「ゼロクリア大作戦」で市民サービスの
　　　全面見直し作業が行なわれています

「第２期財政健全化計画」（案）で


