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「豊中版事業仕分け」 と 「効率的市政運営」の取組み
13日から始まった７月臨 ○ 自販機収入は市へ
時議会は、本会議質問や各
これまで市の施設にある
常任委員会が開催され8月
90台の自販機の売上利益
10日に閉会しました。
は、市の収入として市民福
本会議のトップバッター 祉に還元すべきと取組んで
として質問に立った私の所 きました。しかし、既得権
属する「新政とよなか」議 を守ろうとする団体の抵抗
員団は、浅利市政2期目の も強く実現していません。
政治姿勢や行財政改革への
取組み、補正予算について 今議会で改めて取り上げ
各関係部局に質すとともに 「公募入札方式」を提案し
質したところ、10月をめど
「豊中版事業仕分け」や
「効率的市政運営」の積極 に実現することになりまし
的な取組みについて質問し た。しかし、今回の分はそ
の一部であるため、行革部
実現を迫りました。
門に対し全庁的に取組むよ
以下は、私が担当した項 う迫ったところその実現に
目の一部について紹介して ついても確約しました。
います。特にこれまで動き
の鈍かった部門で変化が起 今後もこの種の問題提起
と是正に取組みます。
きつつあります。

「新政とよなか」議員団控え室
〒561-8501
豊中市中桜塚３丁目１番１号
ＴＥＬ 6858-2620 （直通）
ＦＡＸ 6852-2384
自 宅
〒560-0082
豊中市新千里東町２-７ Ｃ27-1109
ＴＥＬ 6833-7705
ＦＡＸ 6831-1281
E-mail ximtechs@dab.hi-ho.ne.jp

○ LED 照明が実現…
今臨時議会の補正予算で
これまで提言してきた本庁
舎の一部と道路照明の一部
をLED化することが決定し
ました。市が管理する全体
からすればまだまだ一部に
過ぎませんが、拡大普及す
れば、その効率性により維
持・管理費の削減効果は大
きく市全体では億単位の金
額が可能となります。
※その他の担当質問では
○複雑極まりない小中学校の校
区や学校規模の是正について…

(教育長が強い決意で約束)
○地域自治による、まちづくり
(広報7月号トップページによる
新千里東町での先進的取組みや
全市的普及について)

ホームページもご覧ください
http://www.fukuokamasaki.com
（ヤフー又はグーグルの福岡正輝で検索）
※お伝えしたい情報はたくさんあります
が、「市政だより」だけでは限りがありま
す。ブログ形式で公開していますので、
是非ご覧ください。
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アジサイを咲かせる里親活動 6/13
「アジサイを咲かせる会」の里親活動に参
加しています。この活動は千里中央から千
里中央公園に至る「こぼれび通り」にアジ
サイを咲かせる運動です。4年前に豊中市
と協定を結び多くの方が参加しています。
除草や水やり、剪定など一人ひとりの会員
が愛情を注ぎ立派に育ってきました。
今後は本数を更に増やし、堆肥づくりに
も取り組んでいきたいと考えています。一
人でも多くの方に見てもらい、里親会員に
なっていただければ幸いです。

私の一日はブログの更新で終了。
一日を振り返り、書くことで気持ち
の整理ができます。ところが、書き
たいことが次々出てくると、整理す
るどころか頭が冴えわたり眠れなく
なることもしばしば。
皆さんにお伝えしたいことが山ほど
ある中のほんの一部を紹介します。

広報「とよなか」7月号 7/1
豊中市教育振興計画フォーラム 6/21
豊中市教育振興計画記念フォーラムが開催
されました。豊中市の中長期的な目標や基本
的な方向を明らかにするため策定されたもの
で、5つの基本方向と27の施策を取りまとめ
ています。
向こう10年間に取組む内容ですが、3名の
パネリストからは家庭や地域社会、大学等と
の連携や協力体制の強化が必要との意見や教
育人事権の市町村への移管についても触れら
れました。こうした話は当然の話であった
り、時代の要請でもあります。
しかし、今回のパネルディスカッションで
どうしても聞きたかったのは、教育委員会や
教職員が教育のプロとしてどれほどの決意と
資質向上に取り組むかである。教育が一部の
教職員組合員に振り回されることのないよ
う、多くの良心的教師の力が発揮できるシス
テム構築、環境作りに取り組んでもらいたい
ものです。
救いは複雑多岐にわたる校区編成や学校規
模の調整等について教育長の「困難や混乱は
予想されるが覚悟をもって取組みたい」との
言葉であり、今後注目していきたい。

広報7月号の冒頭部分は、新千里東町を
5ページ(表紙含む)にわたって取りあげて
います。市が3年前に自治基本条例を制定
し地域自治地域主権の「まちづくり」を
進める中で東町は、すでに10年以上前か
らこの取り組みを先進的に進めてきまし
た。
この問題の担当部局である政策企画部が
昨年から6回にわたり地域連協の定例会に
出席し、研究・研修に熱心に取組んでい
ます。
これまでは役所が一方的に地域をレク
チャーすることが多かったのですが、職
員たちの地域を肌身感覚で知ろう、先進
事例から謙虚に学ぼうとする姿勢は当然
とはいえ評価するもので、今後の全市へ
の拡大普及に期待したい。

ブログは一方的になりがちです。
防犯タスキをかけて歩く
「福岡まさき」を見つけたら、
声をかけてください。
皆さんの声を待っています。
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関西で住んでみたい駅・町 7/9
不動産販売会社の調査によると、関西で住んでみたい
駅・町として「千里中央」が前年の5位から2位にランク
を上げました。その理由として買い物や交通の利便性が
上げられています。しかし、上位にはいずれもマンショ
ンや商業施設の再開発が進む街が並んでおり、そうした
視点を重視した結果が反映されたとのこと。
地域をあげて「まちづくり」に取組んでいる当事者の
一人としては、落ち着いた緑多い街並みや、安心・安全
まちづくりも評価基準に入れて頂ければありがたかった
と考えます。

学校の耐震化率を考える 7/22
文科省の発表で全国の学校耐震化率が改善
されてきました。この問題では、豊中市立小
中学校の耐震化率が20％にも満たず府内でも
下から5番目という惨憺たる状況でした。
財政難を理由に一向に改善されず、むしろ
教職員組合や関係議員などの｢エアコンや扇風
機設置｣の大合唱に市は小中学校の全教室のエ
アコン設置を決定し、中学校から取り掛かる
ことになりました。全教室エアコン設置は子
どものためにもならず、財政負担や当市が取
り組む環境問題にも逆行します。百歩譲って
も学校耐震化率向上を優先させ、子どもたち
の命を守ることが最優先で、震災非常時に市
民の避難場所にもなる体育館から手をつける
べきと主張しました。

(

※ 要約を掲載しています。
詳細は電子版ブログをご覧下さい。

)
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6月11日 … パネルディスカッション
「明日の関西を考える」
6月14日 … 「はやぶさ帰還」に拍手
6月15日 … 空港活性協の要望を受ける
6月27日 …「サッカー日本チーム」から
何を学ぶ
6月30日 … 空港はターニングポイント
7月 7日 … 7月臨時議会が始まります
7月18日 … 質問準備とまちづくり
7月21日 … 「建替え住宅」解散式
7月24日 …「防犯パトロール」のはしご

(緑多い安心・安全まちづくり「千里中央」)

しかし、耐震より中学校の全教室のエアコン
設置が優先し、その後も粘り強く主張を続け
るうちに、中国・四川大地震で多くの学校が
倒壊し子どもたちの命が奪われました。
その後、地震防災特別措置法の改正や世論の
関心も高まり市の施策変更が実現。
今、豊中市内の多くの学校で行われている体
育館の耐震工事を見るにつけ、粘り強く続け
た主張が報われたと感無量となります。
そして何といっても駅頭での街宣活動で｢エ
アコンより耐震を｣と訴えていた私に女子中学
生が言った言葉、｢豊中市、大変や言うとって
エアコンなんか付けとって大丈夫なん｣、
｢おっちゃん頑張って！｣の声が耳から離れな
い。(現在でも35.0%と全国平均73.3%と比べても…)
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一緒に変えよう豊中市政！
投票率上位を独占 ！
投票率向上は民意を正しく政治に反映
させる原動力です。しかし、豊中をはじ
め自治体選挙は惨憺たる数値です。
(市議会議員選挙40.5%、市長選挙30.9%)

投票率は下がれば下がるほど組織力の
有無が影響し、結果としていびつな議員
構成となってしまいます。税(公金)を公
平・公正、市民全体の福祉に生かすため
の投票率向上は避けて通れず、これまで
機会あるごとに訴えてきました。
今回の参議院選挙で千里ニュータウン
地域が全市(66投票所)での投票率上位を
独占しました。

…空港問題の今後は…
市長の大阪国際空港廃港反
対表明に引き続き、豊中市
議会では議員全員による空
港存続決議を行いました。
今年度、空港問題調査特別委員長に就
任した私は、安全対策や騒音対策に最大
の注意を払いながら空港活性化に軸足を
移すことになります。
ジェット枠、プロペラ枠の柔軟運用や
北海道、沖縄など長距離便の増便、空港
法に基づく利用者利便のための協議会の
整備など、9月には国土交通省へ直接要
望することにもなっています。

この民意の高さを国政以外の選挙にも 尚、国交相への要望について例年では
拡大・反映させたいものです。
課長級の役人に要望書を手渡していまし
1位
2位
3位

たが、政治主導を標榜する現政権に対し
前原国交大臣に直接面談し、要望出来る
よう段取りを進めています。

新千里東町65.68%
新千里北町64.11%
新千里西町64.07%

皆様の意見・情報を求めます
保 守系市民派無所属議員として利益団体や特
定勢力とは是々非々の立場で一線を画し、公
平・公正・公開の原則を貫いてきました。市民
感覚や地域活動、民間での経験が多くの提言や
施策として市政に活かされ実現したと確信して
います。
しかし、私や会派だけで市政のすべてに目が
届くわけではありません。市民の皆様の貴重な
意見や情報を「効率的市政運営や即行態勢の構
築」「ムダの排除や特定団体の圧力阻止」へと
つなげてまいります。

ご協力よろしくお願い致します

参 議院選挙後の混乱が収まらない。衆参両院
で民主党が過半数を得られず、完全に「ねじれ
国会」となってしまった。
この状態では何も決まらず政策ごとの「部分
連合」が現実的な打開策かも知れない。結局、
期待できる政治家や政党は「責任と実績」が問
われて初めてその力量も判る。
そういえば参院選で落選した法務大臣が居座
り今頃になって死刑署名。社民党を離党した辻
本議員が民主会派入りの噂、同党の更なる左傾
化が危惧される。それとも大臣、副大臣となり
国を動かす大変さ、国民を背負っている責任を
肌身で感じてのご都合的変節か。
今後の言動を注意深く見守りたい。

【福岡正輝と豊中市政を変えましょう】

