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平成24年度、豊中市議会の各種役員が決定しました
5月18日から始まった豊中市議会5月定
例会が28日終了し、平成24年度議会の新
役員やその他の人事案件についても決定
され、専決処分等についても報告が行わ
れました。尚、5月の個人質問については
3月の代表質問とのセットで改革するとい
うことで継続審議となり、残念ながら次
年度へと持ち越しとなりました。
豊中市は4月1日から全国41番目、府内
では3番目の中核市に移行しました。これ
まで大阪府の事務事業だったものの一部
が豊中市に移譲され民生、保健衛生、環
境、都市計画・建設、文教行政などがよ
り身近なものとなります。これにより市
民 サ ー ビ ス の 向 上、地 域 保 健 衛 生 の 推
進、地域特性を活かしたまちづくりの推
進、都市のイメージアップなどの効果が
得られます。
こうしたことを確実に実現するため、
職員はもとより議員に課せられた責任は
重大です。これまで以上に「政治は結果
とスピード」にこだわり取り組んでまい
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
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ＦＡＸ 6831-1281
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○議会運営委員長になりました
議会運営委員会は、各政党・会派の幹事
長らで構成され、議会の公正円滑な運営
を諮り議長の諮問に応じるほか、議案や
請願・陳情などをどこの常任委員会に振
り分けるかを審査する委員会です。その
責任者として、議会が市民の幸せや市政
発展に最大機能するよう取組みます。
福岡正輝 ホームページもごらんください
http://www.fukuokamasaki.com
日常の活動や政治信条、市政の裏話な
ど報告しています。
また、「市政だより」に掲載出来ない詳細
部分はブログで公開しています。

【新政とよなか】だより

「FM千里」開局五周年
コミュニティ放送局の「FM 千里」が
開局五周年を迎え、盛大な記念式典が千
里阪急ホテルで行われ来賓として出席し
ました。式典には浅利豊中、井上吹田両
市長をはじめ、片岡、木村両市議会議
長、両市消防本部や警察代表、多数の放
送関係者や文化人など約100名が参加。
冒頭に勝部社長の挨拶、来賓の祝辞と
して両市長のあと私は、コミュニティ放
送局の特徴でもある地域密着性や機動性
を生かし、防災や防犯に大きな役割を果
たせることを述べ、今後の課題や行政の
協力体制の重要性について触れ挨拶しま
した。特に豊中市南部や吹田市の一部に
ある可聴空白地対策については、放送法
改正のフォローの風を受け、解消に協力
したいと意見も述べました。また、番組
編成委員として大阪音楽大学副学長が作
曲された「石巻・わが古里」が、被災地
の方々、とりわけ子ども達の精神的な支
援となるよう取組んでいる地元慈善活動
団体の積極的活動についてお話し、番組
の中でこの話題を取り上げて欲しいと要
請し後日の放送が実現しました。

「タケノコ祭り」今年も盛大に
「街角広場」主催のタケノコ祭りが今年
も開催されました。10年以上も前のこと、
私が友人の戸越さん(初代会長)に呼びかけ
現在の「千里竹の会」が発足し、今も千里
地区の竹林整備が進められています。この
日も400名以上の高齢者や子ども連れの家
族が参加され約1時間半の作業でリヤカー2
台に山盛りのタケノコを収穫。豚汁として
食した後は参加された方々にお土産として
持って帰っていただきました。多くの子ど
も達にとって貴重な体験と楽しい思い出の
一日になったのではないかと思います。

「福岡まさき」は豊中を変える政
策集団「新政とよなか議員団」の
一員として日々活動しています。
「政治は結果とスピード」を信条
として確実な成果をめざします。

二市にまたがる「まちづくり」続報
豊中、吹田両市にまたがり建設中だったマ
ンションは完成し、大きな課題だった前面市
道に沿っての歩道も事業者の全面協力をうけ
約300ｍの連続性が保たれる形で完成しまし
た。多くの利用者の安心・安全につながった
と高い評価をいただいています。また、提供
公園についても完成し豊中市へ引き渡されま
した。特にこの公園については強い地元要望
を受け桜の植樹も完了しました。
今回のケースのように二市の市民(自治会)
や前職、現職を問わず多くの議員が関わった
ため行政も混乱しました。私が関わったのは
最終局面でしたが、実現には全体の奉仕者と
して「原理原則を守り正面から覚悟を決めて
決断することが大切だ」と提言し、それ以後
のスピード化とともに完成しました。
今回のケーススタディとしては、私心や雑
念をすて全体の奉仕者として取り組むことの
重要性を再認識するとともに、両市の開発基
準の違いを調整するノウハウを豊中、吹田両
市が共有することが大切だと感じた案件とな
りました。さらに付け加えれば、豊中市で今
3月議会で成立した「地域自治推進条例」に
見られる地域の意識を高め、市との協働体制
が公平・公正・公開のもと常態化すれば混乱
することもないのではと考えます。

【新政とよなか】だより

・その他には…
西丘小学校 建て替えワークショップ
千里ニュータウン豊中市域にある西丘
小学校が、耐震指数の低さから体育館、
プールを除く全校舎の建て替えを市が決
定した際、その詳細計画についての情報
公開と地域からの全面協力の必要性を提
案しました。その結果、3回のワーク
ショップが実施されましたが最終回は参
加者が一番多く、市民、設計事務所、コ
ンサル、市の関係者など総勢60名に及ぶ
もので、大いに盛り上がりました。5つに
分かれた班からそれぞれ市民委員がまと
めの発表をしましたが、2回の積み上げの
議論を消化した相当レベルの高いものと
なりました。
全体を通した議論の中で、いくつかの
共通した問題点や意見、要望、今後のあ
るべき姿についてひらってみました。
◆市内41小学校の中でもトップレベルの
敷地の広さと高低差をどう生かすのか。
◆建物全体を北方向へ移動させ現在の狭
い運動場の面積拡大を図る。
◆公教育施設と地域がどう連携し相乗効
果をあげるのか、地域活動の拠点機能確
保と学校全体の安心・安全の工夫。
◆これまでの既成概念にとらわれず、自
由な発想やフレキシビリティな手法を取
り入れることで、建て替えの先進事例と
なるべきである。
こうした考え方に沿って積み上げられ
た議論や意見・要望が新しい西丘小学校
として具現化することは素晴らしいこと
です。このような積み重ねが主役の子ど
も達や市民の誇りとなり、地域社会への
帰属意識につながるものと考えます。3回
にわたり、ご努力いただいた全ての関係
者にお疲れ様でしたとと
もに、今後ともご協力宜
しくお願い致します。

4月 2日 中核市豊中の誕生
4月22日 地域自治組織の誕生
4月27日 石巻わが古里
5月11日 空き家条例の必要性
5月12日 公民分館 春の講座
5月16日 自治会活動は現場主義で

豊中市議会に新しい動き！
豊中市議会の新しい体制が決まり、議長に
中蔵(新政とよなか)、副議長に児島(公明
党)議員が就任し、他の役職や所属委員会に
ついても決定しました。（Ｐ1参照）
私は所属する「新政とよなか議員団」の
幹事長として中蔵新議長を補佐し、各政党
会派の幹事長で構成される議会運営委員会
の委員長に就任しました。中蔵新議長も私
も長年の地域活動から転じた議員で、現場
主義と「政治は結果とスピード」を信条と
する点では共通しています。どこの政党に
も属さず、利益団体の支援も受けず活動し
てきた私としては、市民感覚を市政に反映
させる絶好の機会が到来したと感じていま
す。議会改革や市政改革に全力で取り組
み、これまで以上の確実な成果に結び付け
たいと考えています。
ところで、5月24日付で新たな会派の届け
出がありました。新会派は4人で結成され、
共産党の支援で立候補した元市長候補の熊
野以素、元自民党会派の上垣純一、一人会
派の木村真、元ネクスト豊中の松岡信道の
各議員です。一般の感覚では「会派を組
む」というと、同じ政党や無所属議員が理
念や政策を共有する人たちが集まって活動
するものと理解していました。しかし、こ
うした感覚とは異質のものであり面食らう
部分もありますが、市民の幸せや市政の発
展に貢献できるものが出てくれば一定の理
解もし、是々非々の立場での協力は惜しま
ないつもりです。今後の議会での活動が注
目される会派の誕生です。

豊中を変える政策集団

「新政とよなか」 会派報告
市政に対する取組み姿勢は…
◇基本的な政治姿勢 … 民主主義と資本主
義経済体制を基本原則とし、よりよい制度改革
を標榜しています。市政に於いてはその大原則
のもと「豊中を変える政策集団」として条例制
定や具体的施策について積極的に提言し、その
実現に取組んでいます。

◇歳入確保と効率的市政 … 入りをはかる

これまでの実績

（その一部を時系列で）

◆施策の優先順位を全庁的政策会議に諮ること
を提言し、効率的市政運営の先鞭をつけた。
◆条例改正により開発者負担金の廃止を実現し
市内での分譲マンション価格のコストを削減。
◆市内初、住民主導の地区計画条例を緑丘地区
に導入、良好な住宅環境とまちづくりに貢献。

施策の積極展開と徹底的な行財政改革を通じ市
民福祉の充実と市政の発展をめざしています。

◆民間委託と指定管理者への移行で経費削減。

◇公平・公正・情報公開 … 特定の利益団体

◆「ものづくりフォーラム」や「企業立地促進
条例」の制定に取組み企業誘致が実現。

の支援は受けず擁護することもありません。常
に是々非々の立場で活動すると共に全体への説
明責任が果たせるよう取組んでいます。

◇高コスト体質の是正 … 職員数と給与の
削減を含む総人件費の抑制と可能な事業の民間
委託を積極的に進めています。

◇施策実現の検証 … 毎年、市に提出する
約200項目の要望事項達成の検証作業を実施。

◇高投票率で民意の反映を … 低投票率ゆ
えのアンバランスな議員構成是正への取組み。

◆一貫して学校耐震化の早期実現を提言し、計
画の前倒しに取組む。
◆CO2削減計画を積極支援し照明のLED化に先鞭、
公用車に最初の電気自動車導入も実施。
◆市の経営資源を有効活用することに取組む。
約100台の自販機設置主体の見直しは収入確保に
大きく寄与。
◆地域主権に基づく「地域自治推進条例」制定
に積極的 に関わ り市 民との協 働とパ ート ナー
シップと先進的「まちづくり」の道をひらく。

…取組み中の重要施策は…
◎空き家条例を制定し廃屋や危険住宅の削減、
街並み景観や安心・安全対策の取組み。

◆空き家や廃屋の増加が社会問題となっています

◎大阪国際空港の活性化による北海道、沖縄へ
の復便と近距離国際便の就航を目指します。

主催

◎地域密着型老人施設の豊中北東部での設置を
めざし取組んでいます。
◎検診率の大幅向上に取組み、市民の健康保持
と健康保険会計の健全化をはかる。
◎教育文化都市を本物にするため、市民から選
ばれる公教育としての力量アップ、校区編成
の見直し。

生活環境改善や防犯、安心・安全セミナー開催

: ＮＰＯ法人 いきいきライフ協会
老朽・危険家屋問題 委員会
電話

06-6862-0603

（協力 ： 新政とよなか議員団）
日時 ： 平成24年6月15日（金）午後2～3時
場所 ： いきいきライフ会館 3階
豊中市熊野町3-3-46 八坂神社前
※市民活動情報サロン（阪急豊中駅舎北2Ｆ）
毎月第二水曜 13～15時 相談コーナー開設

【福岡正輝と豊中市政を変えましょう】

