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[経常収支比率が100％を超える異常な状態]
経常収支比率は義務的経費で
70％～80％が理想とされます
が、豊中市では 95％の 甘い目
標すら達成できていません。
100％を超えるということは、
新しい取り組みがほとんど出
来ないということです。

行財政改革にも
ムダをなくす努
力も、市税の不
払い・延滞にも
取り組んでいる
のに …

◆市の目標に対する甘い姿勢と責任を
とらない体制が問題。
◆人件費カットなど大胆な行財政改革
をはばむ抵抗勢力の力が…
◆一部の受益者を代弁し、組織の維持
拡大を目的とする政党や団体の存在
が改革を遅らせている。
今こそ思いきった改革を！
市民だけにがまんを強いる
やり方は許されない。
議員を含む総人件費の削減
が必要で、改革目標達成ま
で削減を続けるべき！
「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

・・
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（人件費・物件費・扶助費）等の支
払いだけで精いっぱい。財政構造の
弾力性を完全に失っている状態。
税収アップのために、産
業振興や市有財産の有効
活用にも取り組んでいる
のに …

◆市政をより良いものにするには
公平・公正のもと特定支援団体
とのしがらみに左右されず、市
民全体の利益や市政の発展に貢
献する事が最も大切。
◆「福岡まさき」は政党や利益団
体の支援を受けず、市民派・無
所属を貫きしがらみがない。
◆具体的提言やアイデア、手法を
市に提供し、確実に成果に結び
付けています。
市政をよくするためには
議員の通知簿も
必要では？

「福岡まさき」 市政相談所
4月1日（金） より 開設します
新千里東町近隣センター内
電話 6831-9701
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地域の力で 池掃除 1/23
東町公園内にある「長谷池」の清掃作業
に取り組みました。昨年に引き続き2回目
でこの日のアドプトロード（地域美化清
掃）終了後に地域の方々、市職員、一部応
援団を含め約30人が参加しました。
約2時間の作業でたくさんの藻を回収、
噴水ポンプを守り夏場の異臭も尐しは改善
か？ 投棄自転車や廃タイヤ、産廃まで捨
ててあり思わず絶句。
長谷池は菖蒲畑や多
くの渡り鳥が飛来、憩
いの場となっています
のでご利用ください。

100歳誕生日に感謝 2/19
明治44年生まれの母の誕生日を祝うこ
とになった。ランプの掃除が子どもの日
課となる時代に生まれ、スロバキアの兄
スペインの姪から映像付会話のお祝いが
届く時代を生きる母は、人類史上で最も
大きな時代変化を経験する世代と言える
かもしれない。
幼い二人の子を亡くし、大阪大空襲を
経験、第二室戸台風で親を含む３人の身
内、翌々月には父の不慮の死、阪神淡路
大震災の直撃など波乱万丈とも言える人
生を送りながら、今でも元気に暮らして
いる。そんな母の現在の愛読書は柴田ト
ヨ著「くじけないで」を何度も読み返し
ては考え込み涙している。明治、大正、
昭和、平成、四つの時代を生き抜いた自
身の人生と重ね合わせているのか。
泣き言を言わず前向きに生きる母の背
中を見て私たち兄弟は育った。生きられ
なかった人たちの命を預かるように生き
「ありがたい」を繰り返す母に明治女の
強さと優しさが……

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。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。

「街宣活動」から市民感情を知る 2/24
土日は駅頭や周辺に立ち、平日もニュータウ
ン周辺をパトロールすることが多い。子どもた
ちに声をかけ、なじみの方々からも実に多くの
相談や意見をいただいてきた。
この8年の経験で市民感覚を磨き市政に反映で
きたことは大きな財産であり感謝にたえない。

日々厳しくなる政治批判の声
一方で、政治への風当たりが日ごとに増して
きた。国民に対する責任も果たせず、外国から
は侮られ国民の怒りは沸点に達している。
私自身は「実績は上げてきた」という自負は
あるが、結果として豊中市の状況を変えられな
い現実に責任なしとは言えない。
直接には向けられないが、多くの友人知人の
声が私の心にぐさりと刺さる。

今後、求められる政治家は …
国政は別の議論として地方自治体政治家の給
与をカットし、尐なくとも財政状況を変えられ
るまではカットを継続すべきと考えます。
将来は、欧米先進国のように議員は専業では
なく半ボランティア化の検討もすべきで、意欲
や能力を持つ議員こそが地方議会には必要。
単なる就職口であってはならない。

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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現地視察を市政に生かす 2/28
3月本会議の合間を縫って現地視察が実施されまし
た。関係部局は勿論、副市長や事務局員も参加しますが
議員については全員が参加するわけではありません。
私自身は、現場主義を基本としているため必ず参加し
ます。今回も6か所の現地視察により、詳細な調査・検
討で課題が見えてきました。

○新千里消防出張所改築 (新千里西町)
現施設(南町)の老朽化とともに千里地区の高層化、大
規模化、都市構造の変化に対応し、現場への時間短縮を
目的として改築予定。
現地は西丘保育所隣接の市有地ですが、地域の理解と
協力を得られるよう丁寧な説明が必要です。

○新学校給食センター建設 (走井)
予定地は財産区の池を埋め立てるため特に注意が必要
給食の質が向上するほか、学校給食以外にも高齢者配食
サービスの実施や食育事業などにも取り組みます。
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《福岡ブログにクリック》
1月3～中旬 各地域、団体の新年会
1月13日 自然豊かな千里に珍客
1月22日 FP資格更新研修（20時間）
1月24日 他地域校区福祉会議 出席
1月30日 アジアカップサッカー優勝
2月 4日 関空・伊丹経営統合
2月 8日 愛知ショックと政治不信
2月10日 トヨタ車リコールは何…
2月11日 豊中に学ぶ社協の醍醐味
2月14日 多忙な年度末も充実…
2月15日 豊中市議会議員団総会
2月18日 いろいろあった1日
2月20日 「安否確認」実地訓練
2月20日 土日は地域が忙しい
3月 1日 「3月定例会」代表質問
3月 5日 何時も週末は忙しい…
3月 6日 吹田・箕面線清掃奉仕活動
3月 9日 「会派代表質問」担当分野…
3月15日 震災と大阪国際空港の役割

あなたの町にも 「LED照明」 … 3/2

民意の高さを 投票率で 3/11

効率性や耐久性、環境に対する優しさなどポ

千里地区が上位独占だが …

テンシャルの高さに注目し、数年前から調査・
研究に取り組んできました。2年前には東町公園
内の照明改善機会をとらえ、担当部局にLED照
明への転換を率先提言し、モデルケースとして
実現しました。（その優秀性は証明済み）
以後、庁舎内の市民の目に触れやすい場所や道
路照明にも拡大し、今回、千里1号線(新千里西
町1丁目)の照明施設改修事業としてLED照明が
導入される予定です。

投票率向上で正確な民意を反映し政
治を変えようと八年前から機会あるご
とに取り組んできました。
しかし、市議会議員選挙で約40％、
市長選挙に至っては約30％と言うのが
実態です。この低投票率では組織政党
が大きな議席数を占め、市政に正確な
民意は反映されず改革もほど遠い！

新年度には「こぼれび通り」(新千里東町)を
はじめ新千里南町、北緑丘など5つの歩道合計
2.3km、111基がLED照明に更新される予定。
尚、これらの事業は一部国の補助が受けられ
ますが、｢こぼれび通り｣については全額国の予
算で実施される計画です。

国政選挙では千里地区が上位を独占
し、民意の高さを証明しています。

政治への関心度を高め世直しを！
※ 直近の参院選（市内66投票所中）
1位 新千里東町（65.68％）
2位 新千里北町（64.11％）
3位 新千里西町（64.07％）
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◎ 開発者負担金を廃止させる（新聞報道済）
分譲マンションの価格低下が可能となる
（今後は一部条例改正で高付加価値企業誘致へ）

千人規模の研究所や最先端業種等の誘致が
実現、現在も拡大継続中

◎地域主権の先進取組みが全市モデルに
学校空き教室の地域活動への開放、
アドプトロード、地域新聞、自主管理
美化活動 等々、 これらは私が提唱し
て始まりましたが、地域での協力と継
続努力で出来たこと。豊かな市民力は
誇りであり心より感謝。

◎ものづくり産業の異業種交流実現と技術継
承、事業承継にも貢献できました

対？に市民の厳しい目を…）
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○ゴミ収集や保育所等の民間委託化
質が向上し財政負担軽減が可能となる
※この施策の成功は他の議員との連携
で実現、導入当時の反対や私に対し
ての嫌がらせは何だったのか。

◎ 産業振興のための条例制定を提言し実現

高度な市民福祉・サービスの提供
○・「救命力世界一宣言」に更なる磨き
○・健診率向上で総医療費抑制への取組み
（極端に低い健診率が高い健保料の一
因となっています）
◎・安心して老後を送れる施設の整備と質
の確保に取組んでいます
◎・不正な生活保護の撲滅で真の弱者救済
の取組み（不正請求に関わる組織・団
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◎新千里文化センター(コラボ)の施設
配置の変更への取り組み
・多目的ホールの実現や屋上の活用
・廊下壁面を利用し美術・写真展示
・交通弱者用駐車場設置 等々
◎大林素子杯バレー開催（中学生対象）

東北地方を中心に発生した「東日本大震災」
は死者・不明が2万人を超え未曽有の大災害と
なった。子どものころ事故や災害で短期間に4人
の身内を失った私は、今でも当時の不安や絶望
感が鮮明に記憶に残っている。お亡くなりにな
られた方、被災された皆様方に心よりお悔やみ
とお見舞いを申し上げます。
混乱状態にある多くの被災者の気持ちを思う
時、政治は今こそしっかり機能し被災者救済と
再建・復興に全力を尽くしてほしい。

◎市立豊中病院でのジェネリック医薬品
採用の拡大により患者負担が軽減
技術料収入拡大で病院経営の健全化へ
◎学校耐震化が最優先施策に変更される
全小・中学校体育館の耐震化が完了
今後は校舎の耐震化をスピードアップ
こどもと市民の安心・安全確保へ

○空港問題調査特別委員長として取組み
関空との一体経営で存続が可能に
伊丹活性化は国が法案に明記の方向へ
◎（北海道・沖縄への復便と近距離国際
線の復活に取組みます）

さて、今回の震災から豊中市は何を学ぶの
か、今一度再検討する必要がある。市を南北に
走る「上町断層」が動いた時の被害状況や減災
手法など、あらゆる角度から研究すべき。
私は、府内でも極端に低い豊中市の学校耐震
化に孤軍奮闘取組んできた。市民の避難場所と
もなる体育館の耐震は完了できたが、校舎につ
いてはこれからだ。こうした中、小学校の全教
室エアコン設置の方向。多数のエアコンと配管
の設置後に建物の補強工事では順序が違う。
そもそも、三長期休暇やカリキュラムのあり
方、「知恵と工夫」も出尽くさないで「エアコ
ン設置ありき」ではあまりにも寂しい ……

【福岡正輝と豊中市政を変えましょう】

