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おかげさまで10年、これからもぶれずに活動！
○地域活動から議員へ
自治会、公民分館、ＰＴＡ、民生委員
など、長年の地域活動経験を活かし10年
前に保守系市民派無所属議員として豊中
市議会議員に転身。
それまでの民間経験や事業体験ととも
に 地 域 活 動 か ら 現 場 を 知 る「即 戦 力 議
員」として「政治は結果とスピード」を
掲げ取り組んできました。
○政治信条は 地域からこの国を変えよう
民主主義と資本主義経済(現在の体制)
を守り発展させることを目的とし、市民
の安心と安全、幸せ実現を最大の目的と
した保守系・市民派無所属議員です。
そのため特定の利益団体や政党の支援
を受けることはありません。また、豊中
市 政に 対し ては是 々非 々の 立場で 議 会
チェックに取り組み、政策提言型会派の
「新政とよなか議員団」に所属していま
す。
今後とも「政治は結果とスピード」を
第一とし、ぶれることなく取組んでまい
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
ＴＥＬ 6833-7705
ＦＡＸ 6831-1281
E-mail ximtechs@dab.hi-ho.ne.jp

実現した主な施策 の一部 (時系列順です)
❖開発者負担金の廃止を実現し、市内での住宅
分譲価格(マンションも含む)の低下を実現。
❖千里コラボ建設で施設配置の見直しや多目的
スペース、交通弱者専用駐車場の設置を実現。
❖企業立地促進条例を提案し実現。塩野義製薬
(千人規模の創薬研究所)、北陽電機(自動制御機
器)、ニトリ(家具・生活用品販売大手)など企業
進出につながり雇用や税収の増加が実現。
❖学校耐 震化のスピードアップを率先し て要
請。とりわけ市民の避難場所にもなる体育館を
最優先に取り上げ実現。校舎についても平成27
年度に全市ほとんどの学校で耐震工事完了。
❖特定の団体が市施設内に既得権化していた自
販機約100台を市の管理に変更させることで市の
大きな収入源を確保。
❖市立豊中病院でのジェネリック医薬品使用率
向上要請で市民負担軽減と保険財政改善に貢献
❖危険老朽家屋をなくし「まちづくり」に資す
るため除却費補助を提案し実現。(Ｐ2参照)
❖照明のLED化を積極的に提言し、億単位の経費
縮減とCO2の大幅削減を達成。(P4参照)
❖地域自治推進条例を提言し実現。東丘小校区
が市内第一号となり現在取り組み中。(Ｐ3参照)

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。
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「本領発揮」の場面到来に感謝
長年住み慣れたUR都市機構「新千里
東町団地」に大きな転機が来た。建設か
ら40年以上が経過し、いくつもの問題が
顕在化。中でも全体戸数の約4割を占め
る高層住宅が耐震性能に問題があり、建
て替えることが決定した。
建て替えは当事者だけの問題ではなく
他の居住者にとってもプラスになること
は勿論、安心につながることが大切だ。
少子・高齢化が急速に進む中、子育て
機能や高齢者支援施設の導入は欠かせ
ず、自治会が長年要請してきた構想の実
現は画期的と言える。しかし、実現への
ハードルはあまりにも多く困難が予測さ
れる。今、居住者意志の結集や地域住民
の協力、ＵＲの理解や国の補助制度の活
用、更に市をどう動かせるかが最大の課
題で、実現すれば地域だけでなく千里
ニュータウンの住民や市の施策にも大き
く貢献することになる。
私自身のこれまでの地域活動や条例制
定などで施策の実現につなげた経験と影
響力を最大限行使し、地域の方々と一緒
に取り組みたいと考えています。

5月議会の個人質問が実現
5月議会はこれまで「役選議会」とも呼
ばれ議長や各議員の所属委員会などを決定
するだけで、3月から9月までの半年間は個
人質問はありませんでした。こうした不自
然な状況を改革するため、中蔵前議長のも
と議会運営委員長として取りまとめ全員の
賛成を得て実施が決定されました。
一方で理事者や多くの職員を拘束し、コ
ストのかかる議会の開催が市の利益に貢献
するためには反対のための反対や質問のた
めの質問とならぬよう、議会の一層のレベ
ルアップと成果が求められます。

「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。

「除却費補助」でまちづくり
今回は、「まちづくり」条例の一部として
成立させたものを取り上げました。それは豊
中市内にある7戸に1戸といわれる空き家や
危険老朽家屋を減少させることで豊中市の住
宅環境都市としての魅力の向上とイメージ
アップを図り都市経営の強化策とすることで
す。このたび成立した制度は、市域南部の庄
内・豊南町地区を網掛けし旧耐震基準(昭和
56年5月以前)で建築した木造住宅の建て替
えに除却費を補助しようとするものです。
(家屋により1/3～2/3を補助)
この施策を進めることで全市域の1/8を占
め467ヘクタールともいわれる全国でも最大
級の過密密集地帯の改善や市内での住宅環境
格差の解消。更に住宅環境都市としてのイ
メージアップに資すれば幸いです。
尚、財政的な問題もあり一部地域での限定
的な内容となりましたが、全市的な問題とし
て機能するような制度の改正は今後の課題だ
と考えています。
また、この制度が有効に機能し地域の活性
化につなげるためには、複雑な申請や事務手
続きに精通し、豊富な情報をもつ事業者の協
力が欠かせません。数多く実施することでノ
ウハウの蓄積とスヒード化、ビジネスモデル
化することが重要で、行政や私に課された役
割は益々重要となってきました。
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・その他には…
他市との連携で・・コツコツ
豊中、吹田両市にまたがる東寺内地区
のマンション開発で必要となる約300ｍの
歩道について、地元自治会（吹田市）と
関係者の依頼を受け、豊中市と連携し完
成したことは以前にご報告しました。
今回、その延長部分で用地買収や技術
的難易度から先送りされていた区間が同
じ協力関係にあった人々との連携と努力
により事業着手が決定しました。これに
よりこの市道沿いの歩道は一部を除いて
完了となり、学童を含む歩行者の安全に
大きく寄与することになります。
このような他市にまたがる案件は、両
市の住民や当局の調整が難しく、時間は
かかりましたが、議員としての役目が果
たせたことを嬉しく思います。
何よりも地域住民の方々の地域をよく
したいという熱意に、敬意を表したい。
(詳細はブログに掲載)

「地域自治」二年目の動き
「地域のことは地域で」の基本のもと
昨年成立した「地域自治システム」の第1
号が新千里東町（東丘小校区）です。
地域にはそれぞれの目的を持った様々
な団体が活動しています。こうした団体
間の連携や「地域力」「市民力」を活か
した地域の活性化により、より良い「ま
ちづくり」に取組むのがこのシステムの
目的です。
昨年は初めての取組みでもあり、地域
への周知や理解に時間を要したところも
ありましたが、2年目の今年は地域の課題
解決や将来のあるべき姿など、積極的な
取組みがはじまりました。それにしても
献身的努力で「地域自治」に取組む多く
の方々に心よりの感謝とお礼を申し上げ
たいと思います。
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千里こどもカーニバル
「公共インフラ」今後の課題
豊中市私立幼稚園PTA大会
「雨降り」こんなに嬉しいとは
質問から「ネーミングライツ」
「行政視察」市政にどう生かす

みんなでつくる「アジサイロード」
新千里東町こぼれび通りのアジサイも今
年で７回目の花を咲かせました。花の時期
にはカメラの被写体に、親子の会話作り
に、そしてウォーキングの応援にと忙しい
ながらも幸せな日々を過ごしたアジサイ
達。しかし猛暑の今、水大好きなアジサイ
はもうくたくたの状態です。頼みは「あじ
さいを咲かせる会」の皆さんが届けてくだ
さる愛情たっぷりのペットボトルのわずか
な水。しかし、近くに水道設備がないた
め、会の皆さんも重労働です。
「アジサイ一本里親制度」を導入して、
ボランティアが育てているアジサイは現在
400本近くなりますが、一本一本にドラマが
あり、育て方もそれぞれ。闘病の身であり
ながら、生きる希望をアジサイに託されて
いた今は亡きＴさん。孫の成長をアジサイ
とともに楽しまれるＫさん。病後のリハビ
リ・健康のためにとせっせとお世話をされ
るＹさん、Hさん。緑を増やそうと、組織
全体で取り組むガールスカウト、あまりお
見かけしない方がこっそりと、と思いはそ
れぞれのようですが、アジサイを通して地
域の和が広がっていることは確かです。
会の「気負わず、できるときに、できる
ことを」、こんな気楽さがボランティアの
長続きの秘訣かもしれ
ません。

それにしても
雨がほしい！

豊中を変える政策集団

6月定例会で取り上げた問題 （一部）
2つのワクチン接種について…
最近大きな問題となった二つのワクチン接種
について市の姿勢を質し改善を求めました。
①風疹についてですが、ワクチン接種を受け
ておけば殆ど予防できると言われており、1万
人規模の患者が出ている現状は先進国では考え
られないものです。また、妊娠初期の女性と胎
児に与える影響から厚生行政の不作為とも言わ
れる問題であり市が出来る対策を取るべき。
②子宮頚がんについてですが、子宮頚がんは
性交渉で感染するがんの一種です。ワクチン接
種でその一部の種類には有効とされていますが
定期検診が不可欠です。今回、このワクチン接
種で失神や歩行不能など重篤な症状の副作用が
高い確率で発生しています。今回問題としたの
は、このワクチン接種について児童・生徒に必
要な教育や保護者に対する正確な情報提供を結
果として出来ていない事を問題としました。
①②とも国からの機関委任事務だからと言っ
て事務的に処理するのではなく、守るべきは市
民の生命や安心・安全であり、細心の注意と最
善の努力で取り組むべきだと提言しました。こ
れに対し市は、教育的配慮や正確な情報提供に
努めるとの答弁がありました。

「教育審議会答申」 にどう応える？
豊 中市 の校区 問題 は複雑極 まりない も のと
な っ て い ま す。1 つの 小 学 校 か ら 1 つ の中 学 校
へ、5つの小学校から1つの中学校へ、中には同
じ小学校を卒業しても別々の中学校へ通うケー
スなど町内を分断する状況も存在します。
このよ うに複 雑な 状況にな ってし まっ たの
は、高度成長期に急速に拡大した開発や児童・
生徒の急増が考えられ、教育委員会が対応しき
れなかった同情すべき点もあります。
しかし、現在もその状況を引きずっている背
景には、批判を恐れず言わせていただければ、
一部の地域エゴ、声高な圧力や抵抗勢力(市全体
の利益を考えず、一部の声の代弁者となった議
員など)の存在とこうした動きや圧力をコント
ロール出来なかった教育委員会、結果としての
現状を追認してきた我々議員にも責任の一端が
あります。
教育は国家百年の計であり、「人こそ豊中の
財産」は言うまでもありません。教育委員会は
大局的見地に立った今回の教育審議会答申を真
摯に受け止め、豊中市の公教育、児童・生徒全
体の利益のために固い決意と覚悟をもって改善
に取り組んでもらいたい。（詳細はブログ記事で）

照明のＬＥＤ化で大きな成果
今では誰もが知ることとなった照明のLED化
に私は率先して取り組んできました。LED化す
ることで省電力、長寿命化、維持管理費やCO2
の削減効果などが期待できます。これまで庁舎
や一部の街路灯などで実証してきましたが、今
回、豊中市内の道路照明や街路灯2.4万灯の内2
万灯が私が提言してきた一つであるリース方式
により全面改修することとなりました。
また、遅れていた教育委員会所管（学校、体
育館、図書館等）施設についても順次進めてい
きます。この施策を進めることで財政負担の軽
減や環境に対する負荷の軽減にも貢献すること
となります。

中韓両国の日本に対する対応が激しさを増
している。政治家の言動だけではなく、スポー
ツの世界でも常態化し始めた。さすがに度を超
えた活動には国際的な批判とともに、自国の一
部マスコミにも自制の論調が出てきた。
しかし、国内矛盾や経済の先行きなど両国の
抱える国内事情からすぐに鎮静化するとは考え
られない。何せ困ったときには「反日」を唱え
れば国内求心力が働く国柄で、一方的な反日教
育の怖さがここにある。そうした中で在日コリ
アンの多くが冷静な対応なのが救いだ。日本人
も過剰反応せず大人の対応が必要だ。

【福岡正輝と豊中市政を変えましょう】

