“我が家の治水対策完了！”

2014.1.1

近年、異常気象が日本はもとより世界各国で起こっていますが、ＣＯ２などの温室効果ガスによる地球温暖化が原因と言わ
れています。本市に於いても一昨年８月１４日に時間雨量１００ミリメートルを超
える短時間豪雨により多くの家屋が床上浸水となり、道路もあちらこちらで冠水
し、甚大な被害と影響を及ぼしました。その教訓を活かすべく、現在、総合的治
水対策を強く求め活動しています。
自分自身でもこの治水対策に寄与出来ないかと、自宅の隅に、雨水貯留タ
ンクの１２０リットルを設置しました。市民に協力いただく治水対策として、補助
事業（タンク購入費の１／２、最大３０，０００円）の提案をしてきた私自身が、ま
ず設置することが必要と考えたからです。“屋根に降った雨をまず自ら治水！”
僅かな治水量かもしれませんが、この視点は総合的治水対策と同様に必要と
考えます。貯留した雨水は、環境にやさしく近隣の花や木に散水しています。
＜雨水貯蓄タンクを設置＞
皆さんも設置どうですか？
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【地域活動】
・市立神田幼稚園運動会
・寝屋川竹炭づくりの会定例会
・民主党１２区幹事会
・市内一斉清掃
・御幸東町秋季運動会
・黒原橘町自治会祭
・四季の行事（ヨーデルの森）
・東北コミセンまつり
・戦没者追悼式
・香里園１００円商店街
・寝屋川クリーンデー
・和光ふれあいまつり
・フェットエスポまつり
・樽床伸二ナイトセミナー
・市民文化祭
・アルカスピアノコンクール
・香里園地区たなばたまつり
・ふれあいフェスタ
・いきいきセンターまつり
・啓明校区福祉まつり
・第１７回エコフェスタ
・第３２回農業まつり
・松本順一市政研究会
・寝屋川市英語教育公開事業
・和光区自主防災訓練
・寝屋川市囲碁将棋まつり
・フラットねやがわまつり
・民主党大阪府連
「民主党前進の集い」
・寝屋川市長との意見交換会

【議会活動】

２０１３年１０月６日～２０１３年１２月末日までの主な行動

＜自治会祭＞

＜大阪府農業委員会大会＞

・農業委員会総会
・決算審査特別委員会
・大阪府農業委員会大会
・会派勉強会
・会派会議
・農業委員会農地パトロール
・建設水道常任委員会管外行政視察
・平成２６年度会派予算要望
・議会運営委員会
・１２月市議会定例会
・厚生・文教常任委員会（傍聴）
・建設水道常任委員会

【その他】

＜四季の行事＞

＜エコフェスタ＞

・松本順一生活者相談日（組織４回）
・松ちゃんと語ろう会（地域５回）
・地方公営企業会計講習会
・全国市長会全国都市問題会議
・電機大阪北河内地区連総会
・連合大阪定期大会
＜市政研究会＞
・地域活性化セミナー
・自治労寝屋川定期大会
・連合北河内地域協議会総会
・PCM 国内研修会
・自治体会計研修会
・シティープロモーションサミット
・PIDU 議員団会議
・連合河北地区協議会定期総会
＜電機連合近畿ブロック会議＞ ・電機大阪労使会議
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安全・安心の街“寝屋川市”へ着実な歩みを！

新生ねやがわｸﾗﾌﾞ議員団

新春号

寝屋川市議会議員の松本順一です。旧年中は私
の議会活動に対しまして多大なご支援を賜り厚くお
礼申しあげます。心新たな気持ちで新春をお迎え
のこととお察しいたします。
昨年は、季節外れの大雪や記録更新が続出した
夏の猛暑を始め、豪雨や大型台風による被害など
が各地で起こり、不安が募る環境にさらされました。
しかし、２０２０年に東京がオリンピックの開催地と決
まり、富士山が世界遺産に登録されるなど、夢と元気を頂いた年でもありました。一方、
寝屋川市に於いては、市税収入の伸びが見込めない中、生活保護費を始めとする扶助
費が増加し続け、厳しい財政状況ではありましたが、行財政改革と事務事業の効率化を
寝屋川市議会議員
推進し、９年連続の黒字を計上することができました。また、いつ起こるか解からない地震
や豪雨などの自然災害への対応や、中学校給食の開始、駅前図書館“キャレル”のオー
プンなど、身近な生活に「安全と安心と潤い」を実感できる諸施策が着実に講じられてきました。
本年も、財政状況は厳しさが増していくものと予測されますが、進化した行財政改革を行い、現在進められている、自然災
害対策の早期実現はもとより、寝屋川駅前線築造工事及び香里園駅東地区の再開発、第２京阪道路沿道の街づくり、香里園
から枚方市にまたがる京阪本線連続立体交差事業、また、地域協働協議会の設置による市民協働の街づくりを推し進め、市
民の皆さんに暮らし良さをより実感していただけるよう取り組む覚悟です。本年も、昨年に旧に倍してのご指導・ご鞭撻をよろ
しくお願いいたします。

松本順一

来 年 度 の 予 算 へ 会 派 要 望 提 出 ！
昨年１１月２１日（木）に私が所属している「新生ねやがわクラブ議員団」は、馬
場市長及び市の幹部に対し、平成２６年度市政運営方針や予算編成に反映す
べき内容等について、提言・要望を行いました。

＜平成２６年度の予算編成方針＞
寝屋川市第５次総合計画の着実な推進を図り、厳しい財政状況であること
を認識し、あらゆる財源確保と市民の視点から事業の選択と集中を図り、
最小の経費で最大のサービスを提供することを基本に市民が主役のまち
づくりを進める。特に「安全・安心の向上」、「子育て・教育環境の充実」「地
域力・にぎわいの向上」「魅力ある都市空間の創造」に積極的に取り組む。

＜会派要望市長に提出＞

①「元気都市 寝屋川」の実現に向けた施策の推進
②市民ニーズや行政課題への適切な対応
③行財政改革の積極的推進
④財源確保に向けた積極的な取り組み

＜会派要望と提言項目（概要）＞
［安全で安心できるまちづくり］
身近な課題や寝屋川市の取り組みなどについて、ご報告や意
見交換をさせていただきたいと想います。気軽にお声がけく
ださい。
＜自宅事務所＞
〒572-0058 寝屋川市黒原橘町７－１２
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７２（８２８）２７９２
Ｍａｉｌ ：matsu-ｊ-nao-h@rio.odn.ne.jp

２月頃に
ホームページを立ち上げます！
こう御期待！

この「心・ｉｋｉ・ｉｋｉ・PRESS」は政務調査活動の資料として使用させていただいています。
（４）

・自主防災協議会の助成拡大や防災・減災に対する防災会議体制の構築
＜自主防災訓練＞
・防犯体制の強化や防災ガイドラインの早期策定
・総合的な治水・浸水対策のための寝屋川北部地下河川の早期供用開始と古川雨水幹線整備基本計画の早期策定

［健康でいきいき暮らせるまちづくり］
・国民健康保険の軽減に向けた国保業務の改善
・認知症にやさしいまちを目指し関連部門が横断的・総合的施策の構築
・少子化対策として子どもを産み育てるための総合的支援策の構築
・生活保護者に対する自立に向けたワンストップの総合窓口の設置
・あかつき・ひばり園のスムースな民間移行と寝屋川市障害福祉計画の策定に向けた機能強化
（１）

［夢を育む学びのまちづくり］
・ＩＣＴ教育環境の充実と教職員へ
のパソコン整備
・ネットいじめ対策の強化
・池の里市民交流センターの
更なる施設有効利用策の構築
・（仮称）スポーツ指導特別顧問制度
の設置
・少人数教育体制の更なる充実

＜ICT教育環境の充実＞

［快適でうるおいのあるまちづくり］
・東部地域の特性を活かしたまちづくりの早期事業化
・京阪本線連続立体交差事業推進強化
・都市計画道路の早期着工と交通渋滞対策
・屋外広告物条例の早期制定
・バスロケーションシステムの導入と街路灯のＬＥＤ化の年次的対応
・水道事業の経年排水管の更新や耐震化の年次計画の策定

［活力あふれるまちづくり］
・産業振興条例の具体的仕組みの構築
・萱島地区の街おこしイベントの企画実施

［市民が主役のまちづくり］
・ブランド戦略事業のびわこ号復活
プロジェクトの現段階での検証
・寝屋川出身の著名人との連携強化
・地域協働協議会の設立と組織再編等の
推進

＜香里地区１００円商店街＞

［将来を見据えた自治経営］
・市有財産の長寿命化に向けたファシリティマネージメントの推進
・民間事業者の特別徴収を始め新たな財源確保策の構築

私たち議員は、来年度の
予算編成に取りかかる年
末から年始にかけて、現
在 ま での 代表 質 問や 一
般質問、各種委員会等で
指摘してきた内容につい
て、重要度を精査し、市
長に対して文章にて要望
・提言を行っています。
来る平成２６年度は、今年度に引き続き自然
災害対策として「安全・安心なまちづくり」施策
の推進を中心とし、市民生活の各方面にわた
り諸課題の対策などについて要望いたしまし
た。新たな施策を行うためには、財源の確保
が重要です。国や府から支出される財源の確
保はもちろんのこと、自主財源の確保（平成２
４年度は約４０％）の強化策を進めていかなけ
ればなりません。民間的手法を取り入れた行
財政改革や、税金滞納者に対する対応等に
ついても公平・公正な立場から取り組み強化
策が必要です。
来年度の予算編成方針では、私の思いが反
映され、自主財源確保のための対応を強化し
ていく事が示され、現在、編成作業が進められ
ています。この要望・提言が活かされ、市民生
活の利便性と向上に繋がる予算に仕上がるこ
とを期待するものです。予算は、３月市議会定
例会で審議してまいります。

僕の前に道はない
僕の後ろに道はできる。

主な審議項目
＜認定・報告＞８件
○平成２４年度寝屋川市各会計決算認定・他

＜議案＞２４件
○寝屋川市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例の一部改正
○寝屋川市の一般職の職員の給与、退職手当に関する条例の一部改正（２件）
○寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正
○寝屋川市立産業振興センター条例の一部改正
○寝屋川市下水道条例及び寝屋川市水道事業給水条例の一部改正
○寝屋川市における東部大阪都市計画新家地区地区計画の区域内における
建築物等に関する条例の制定
○寝屋川市都市公園条例の一部改正
○寝屋川市自転車の駅条例の制定
○寝屋川市有料自動車駐車場条例の一部改正
○寝屋川市社会教育委員に関する条例の一部改正
○寝屋川市立公民館条例の一部改正
○寝屋川市野外活動センター条例の一部改正
○平成２５年度寝屋川市一般会計補正予算
○平成２５年度寝屋川市各特別会計補正予算（３件）
○平成２５年度寝屋川市事業会計補正予算（２件）
○工事請負契約の変更（市立体育館）
○指定管理者の指定
（都市公園・エスポアール他）（４件）

＜議員提案＞２件
高村光太郎の詩集「道程」より

○中小企業への支援策の拡充を求める意見書
○手話言語法の制定を求める意見書

（２）

新家地区の地区計画区域内建築物に関する条例を制
定しました。これは、平成２７年春に新家地区（寝屋川市
と四條畷市にまたがる地域）にイオンモールショッピング
センターがオープン予定のため、建築物に関する条例を
制定したものです。

第二京阪道路
＜イオン開発計画概要＞
＊開発面積約：約１５．９ｈａ（内寝屋川市域約６．６ｈａ）
＊建築面積 ：約４．２ｈａ （内寝屋川市域約１．４ｈａ）
＊延べ床面積：１４．６ｈａ （内寝屋川市域４．５ｈａ）
＊階数
：地上４階建て（４階・屋上は駐車場）
＊駐車台数 ：約３７００台
平成２４年ごろから現在に至るまで、
新家地区及び産業の活性化と市民生
活の利便性向上を図ることを目的とし
て、事業者のイオンモール株式会社と
地権者及び寝屋川市と四條畷市が連
携をとりつつ出店準備がされてきまし
た。開発規模が守口の大日にあるイオンと比較し約３
倍、駐車場も３７００台と約１．６倍の収容規模となってい
ます。大規模店の出店により、周辺地域の交通渋滞はも
とより、他の大型店や市内各商店街への影響が懸念さ
れます。今議会での地区計画の策定に基づき今年１月
から工事が着手されますが、懸念事項について行政に
対し都度確認・指摘させていただきたいと考えています。

イオン建設予定地

拡大図

２、上下水道の利用料金を消費税に連動し改正！
消費税率の引き上げに伴い、本年４月から水道及び下水道使用料及び加入金が引き上げられます。また、段階的な消費
税率引き上げについても同等額を徴収されることになります。
（消費税引き上げの３％は、下水道料金として年間約１億３００万円、水道料金として約１億１３００万円と試算されています）

１２月定例会で、全ての案件が可決・成立！
１２月市議会定例会が１２月４日（水）～１７日
（火）までの１４日間にわたり開催されました。９
月定例会で継続審査となっていました平成２４年
度の各会計決算認定７案件を含めて、３４案件に
ついて慎重に審議を行った結果、平成２４年度各
会計決算を認定し、その他条例制定等の案件に
ついては原案通り可決・成立しました。

１、 新家地区にイオンが出店！

＜議上で委員長報告＞

消費税率の改正は「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の改革」の一環として、平成２６年４月
１日より８％に、更に経済状況の判断等を踏まえた上、平成２７年１０月１日から１０％に引き上げられ
ることが国会で決定されました。それを受け本市の利用料金改定を決定したものです。本市の上下
水道事業は、今後老朽管の取り換えや耐震対策など計画的
な改修をするための財源確保が必要であり、市民の負担軽
減策として料金の引き下げにより消費税分を賄うことは現時
点では難しいと判断いたしました。
今後、国において消費税引き上げ額が趣旨に沿った財源配分がされる事を強
く求めていくことに加え、この改正で市民への負担が月２０立法メートル使用で
１３７円（水道７１円、下水道６６円）の引き上げになることから、今後さらに行財
政改革を進め負担軽減に向けて取り組みを強化していきたいと考えています。

３、駅前“にぎわい創造館”にエレベータ設置。利用対象者も拡大！
寝屋川市駅の西側にある“にぎわい創造館”では、現在、耐震補強工事に加え、多くの市民からご要望がありましたエレ
ベータの設置工事を行っています。加えて、利用者の範囲を拡大し、市内事業者
の営利目的での利用も出来ることとし、合わせて、利用料金の見直しをいたしまし
た。工事は、３月には完了し、４月１日から施行されます。
寝屋川市は産業振興条例を制定し、商業・工業・農業の活性
化に取り組んでいます。この、にぎわい創造館はその拠点と
なるもので、市民や事業者に気軽に出入りしていく事が必要
と考えます。管内もリニューアルされ活気あふれる会館にな
るように期待しているところです。
＜耐震とエレベータ設置工事中＞

（３）

